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愚トピックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５
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愚１１月の子育て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６～２７
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　今年は昭和２９年４月１日に鹿島市が誕生して６０年の節

目の年です。そこで、１０月２５日、２６日の２日間を中心に、

鹿島市制施行６０周年を記念して市内各地でさまざまなイベ

ントが開かれ、多くの人で賑わいました。

　写真は２６日に行われた『中西太少年野球教室』の様子です。

市内の少年野球チームに、熱心に指導していただきました。

（２～３ページに関連記事があります）

　鹿島市制施行６０周年

平成２６年９月３０日現在

市の市の木木 市の市の花花 さくさくららきんもくせきんもくせいい

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯６＋人１３－世帯１０,７４０人３０,８７４

世帯５＋人６－世帯　５,３１９人１４,２２０鹿　　島

世帯１＋人１－世帯　１,１５７人  ３,６８５能　古　見

世帯２＋人７＋世帯　１,０２８人  ３,２０７古　　枝

世帯１－人９－世帯　１,０５１人  ３,０６８浜

世帯２－人２－世帯　１,２２５人  ３,６３６北　鹿　島

世帯１＋人２－世帯　　　９６０人  ３,０５８七　　浦

人８－人１４,５４５男

人５－人１６,３２９女

写真

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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還暦還暦！！ふるさ　ふるさとと鹿鹿島島

豊かな自然と歴史や伝統に包まれた鹿島市が誕生して　豊かな自然と歴史や伝統に包まれた鹿島市が誕生して、、

６０年の年月の間、多くの先人たちの郷土に対する想６０年の年月の間、多くの先人たちの郷土に対する想いい

と多大なる、ご精進、ご尽力によって鹿島市は発展をしと多大なる、ご精進、ご尽力によって鹿島市は発展をしてて

まいりましたまいりました。。

多くの先人がこれまでの努力によって、近代化への道　多くの先人がこれまでの努力によって、近代化への道をを

拓かれ、この地域社会を築かれて来られたように、私た拓かれ、この地域社会を築かれて来られたように、私たちち

も日々の研鑚の中で、『住みやすい鹿島』の実現に向けても日々の研鑚の中で、『住みやすい鹿島』の実現に向けて努努

力をしていかなければならないと思います力をしていかなければならないと思います。。

平成２６年１０月２６日

鹿島市長　　口　久俊

（鹿島市制施行６０周年記念式典　あいさつ抜粋）

寓鷹匠さんの合図でみんなが作った
　アーチの中を鷹が飛んできました！

発掘！鹿島百物語・少年の夢発表会

　地元で昔から伝わる民話や

伝説、地名の由来など昔の様

子を、市内各小学校の子ども

たちが『発掘』してきた物語

を１冊の本にまとめました。

　２５日には、その発表会が

あり、小学生たちがその成果

と、ふるさとへの思いや将来

への夢を発表しました。

寓歌と劇で嶽水道について発表
　した古枝小学校６年生

中西　太　講演会・野球教室

　昭和２７年、祐徳国際グラ

ウンド（現在の祐徳稲荷神社

外苑）でプロ野球公式戦が行

われ、元西鉄ライオンズ選手

で怪童といわれた伝説の強打

者中西太さん（野球殿堂入り）

もプレーされました。その縁

で中西さんをお招きし、講演

会と野球教室が開催されまし

た。
寓熱いメッセージを送る中西さん

鹿島の歌とおどりの祭典

　古くから歌い継がれていた鹿島ゆか

りの歌、後世に残したい歌を、掘り起

こし、CDにまとめました。

　２５日の祭典ではプロ・アマさまざ

まな人たちによる、歌と踊りの披露が

ありました。

２６日の記念式典では市内外から多くのご　２６日の記念式典では市内外から多くのご来来

賓をお招きし、節目の年にふるさと鹿島を振賓をお招きし、節目の年にふるさと鹿島を振りり

返るとともに明日への思いを新たにしました返るとともに明日への思いを新たにしました。。

　鹿島市制施鹿島市制施行行６０６０周年記念式周年記念式典典
写真
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鹿島 創立１３０年　鹿島小

１０月１９日、鹿島小学校の

創立１３０年記念式典があり

ま し た。明 治１８年１０月

１８日『立教小学校』として誕

生以来、卒業生は２万人あま

りを数え、歴史と伝統の鹿島

小学校を各方面の人たちがお

祝いに駆けつけました。

記念公演では長崎県雲仙市の

『瑞宝太鼓』の皆さんに迫力あ

る演奏をしていただきました。

午後には記念バザーがあり、

市内の協賛店や各家庭からの

提供品により、盛大に行われ

ました。

参加された人は「今後も１４０

年、１５０年と続いていく歴史

の１ページに立ち会うことが

でき、良い思い出ができまし

た。」と感慨深そうに話されて

いました。

鈴田滋人さん、故　吉田博男さん　鹿島市名誉市民に

　１０月２６日の記念式典の中で、鹿島

市名誉市民の表彰式が行われ、染色家の

鈴田滋人さんと、東亜工機株式会社元名

誉会長の吉田博男さんへ表彰と記念品の

贈呈が行われました。

　吉田博男さんは昨年２月に亡くなられ

ており、この日はご長男で同社取締役の

吉田年明さんにご臨席いただきました。

潤鈴田滋人さん

『鍋島更紗』の製作技法の研究と復興に力を注いだ

父『鈴田照次さん』の後を受け、『木版摺更紗』の研

究を重ね、重要無形文化財保持者（人間国宝）として

認定されました。また、市文化財保護審査会委員や

日本伝統工芸展の鑑査委員を務めるなど、地域文化

の保護・継承と後進の育成にも尽力されています。

潤故　吉田博男さん

東亜工機株式会社を船舶用ライナ部門の世界トップ

メーカーに導くとともに市の経済発展にも大きく貢

献されました。また、九州舶用工業会会長や鹿島商

工会議所会頭、市体育協会会長など数々の要職を歴

任し、船舶業界、地域経済、教育といったさまざま

な分野に多大な貢献をされました。

国保・後期高齢者医療の被保険者へ

はり・きゅう助成制度のお知らせ

　国民健康保険と後期高齢者医療の被保険者が、は

り・きゅうを受診する場合、助成を受けることができ

ます。助成を受けるには、受診券が必要です。

助　成　額　施術１回当たり８７０円

　　　　　※はりときゅうを同時に受診しても助成

　　　　　　額は８７０円です。

受診券発行窓口　市役所１階　保険健康課

発行に必要なもの

　国民健康保険、後期高齢者医療の被保険者証

利用できる施術所　鹿島市・嬉野市・太良町内の指定施術所

※後期高齢者医療の受診券は年間２４枚で有効期限が

　３月３１日までです（再発行できません）

 　保険健康課国保係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

ダイヤモンド婚さん　いらっしゃい！

　ダイヤモンド婚（結婚６０年）以上のご

夫婦をご紹介・お祝いしました。

　また、写真を交え６０年間のさまざまな

思い出話や楽しいエピソードを披露して

いただき、会場は楽しい笑い声に包まれて

いました。

　これからも、ご夫婦仲良く健やかにお過

ごしください。
寓当日は２５組５０人のご夫婦
　に来ていただきました
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恭幼稚園・保育所の紹介

潤幼稚園入園・・・・・・心身の発達を助長する教育施設です。３歳になる年度から入園可能です。

　幼稚園と保育所は子どもの集団生活の第一歩として、それぞれに役割を持って子どもを受け入れてい

ます。さらに、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。

【各施設の特長については広報かしま１０月号で紹介しています】

～幼稚園・保育所などを利用するには～

子ども・子育て支援新制度利用の手続き
平成２７年
４月からの

電　話　番　号
開　所　時　間
（延長時間含む）

定　員（所在地）保 育 所 名

０９５４（６２）２５８０　７：００～１９：００８０（ 中 村 ）み ど り 園

０９５４（６３）４４５０　７：００～１９：００９０（ 井 手 ）保育所めぐみ園

０９５４（６２）２３７９　７：００～１９：００１２０（ 東 町 ）ア ソ カ 保 育 園

０９５４（６２）３４８４　７：００～１９：００６０（小舟津）鹿 島 保 育 園

０９５４（６３）０１９５　７：００～１９：００１４０（高津原）旭 ヶ 岡 保 育 園

０９５４（６３）１３３５　７：００～１９：３０１２０（若殿分）こ と じ 保 育 園

０９５４（６２）０８１０　７：００～１９：００１３０（ 行 成 ）誕 生 院 保 育 園

０９５４（６３）３３１５　７：００～１８：３０４５（東三河内）能 古 見 保 育 園

０９５４（６２）２８３４　７：００～１９：００９０（下古枝）若 草 保 育 園

０９５４（６３）５０６２　７：３０～１９：００５０（ 野 畠 ）共 生 保 育 園

０９５４（６２）０６２７　７：００～１９：００１１０（ 八 宿 ）海 童 保 育 園

０９５４（６３）１４０１　７：００～１９：００４０（東塩屋）七 浦 保 育 園

０９５４（６２）８３１３　７：００～１８：３０２０（ 音 成 ）おとなり保育園

０９５４（６２）８９４９　７：００～１９：００３０（ 飯 田 ）飯 田 保 育 園

電　話　番　号預　か　り　保　育開　園　時　間定　員（所在地）幼 稚 園 名

０９５４（６２）３６４５　７：００～１８：３０　７：００～１４：１５１２０（中牟田）明 朗 幼 稚 園

一時保育１歳半より

０９５４（６２）３０５２１５：００～１７：３０　８：００～１５：００１３０（執行分）鹿島カトリック幼稚園

　相談により個別対応可

潤保育所入所・・・・・・保育を必要とする家庭の児童を、家庭に代わって保育します。

潤特別保育・・・・・・・・一時保育、延長保育などを市内全保育所および明朗幼稚園で行っています。

※特別に支援が必要なお子さんの保育も全園で実施しています

恭利用手続きについて

　家庭の保育の必要性に応じた『認定制度』が導入されます。

主な利用施設対 象認定区分

幼稚園、認定こども園
３歳以上の子どもで、教育を希望

（『保育の必要な事由』※１に該当しない子ども）
１号認定

保育所、認定こども園３歳以上の子どもで『保育の必要な事由』※１に該当し、保育を希望２号認定

保育所、認定こども園、
地域型保育※２（小規模保育など）

３歳未満の子どもで『保育の必要な事由』※１に該当し、保育を希望３号認定

※１『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（次ページ参照）

※２『地域型保育』とは、少人数の単位で０歳～２歳の子どもを預かる市認可事業

　　（現在認可している事業所は市内にありません）



広報かしま　Ｈ２６(20１４).11.15

恭保育所・認定こども園・地域型保育（小規模保育など）での保育を希望する人

　保育の認定に係る申請をする必要があり、保護者が次の保育の必要な事由に該当する必要があります。

　また、保育の必要な事由や保育の必要量によって、利用可能時間が『保育標準時間』と『保育短時間』に区分さ

れます。

潤保育の必要な事由

　①仕事をしている

　　（一時預かり事業に該当する短時間就労の場合は除く）

　②産前２カ月から産後２カ月以内である

　③病気をしているか、心身に障がいがある

　④同居または長期入院している親族などを介護または

　　看護している

　⑤災害などの復旧にあたっている

　⑥求職活動（起業準備を含む）をしている

　⑦就学（職業訓練を含む）している

　⑧虐待やＤＶのおそれがある場合など社会的養護が必要である

　⑨育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である

　⑩その他①～⑨と同様の状態にある

潤入所申込み方法

　新規や継続、兄弟姉妹が入所中などにより申し込み方法が異なります。

恭幼稚園・認定こども園などでの教育を希望する人

　入園の申込みは直接、幼稚園などに問合せのうえ申し込みをしてください。

　なお、申込書に保育の認定に係る事由の記入をする必要はありません。（自動的に１号認定に区分されます）

　保護者の就労状況に関係なく、３歳～５歳の子ども（認定こども園は、０歳～５歳の子ども）が利用できます。

【新規申込み】

　窓　　口　市役所１階福祉事務所

　受付期間　１２月１日（月）～平成２７年１月１６日（金）

　　　　　　※その後も随時受け付けますが、定員に

　　　　　　　なり次第打ち切ります

　持　参　品　通帳とその登録印鑑

【継続入所およびその兄弟姉妹の入所受付】

　窓　　口　現在通園している保育所

　受付期間　保育所より別途お知らせがあります

　※市外の保育所、認定こども園に通園している人は、

　　福祉事務所窓口（市役所１階）に申し込みください。

潤利用調整について

　入所希望者が保育所の受け入れ能力を上回り、保育が必要な子ども全員が入所できない場合は、原則として次の

優先基準を考慮し、施設利用の調整を市が行います。

　①在園児の継続入所または再入所

　②在園児の兄弟姉妹

　③母子・父子家庭（就労の必要性が高い場合）・生活保護受給（就労により自立につながる場合）の世帯

　④育児休業を終了し、平成２７年度中に職場復帰する場合

　⑤小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童

　⑥保育所が所在する地区に住んでいる子ども

　⑦市内在住の子ども

　⑧上記の他に理由があり、それが承認された場合

子ども・子育て支援新制度に関する問合せ先

　福祉事務所社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９

　　　《例》保育の必要量に応じた区分
　　　　～就労を事由とする利用の場合～

煙フルタイム勤務（３０時間／週　以上）の人

　閣『保育標準時間』利用（利用可能時間は１１時間）

煙パートタイム勤務（６４時間／月　以上）の人

　閣『保育短時間』利用（利用可能時間は８時間）
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平平成成２２６６年年度度 上上半半期期予予算算執執行行状状況況
怯一般会計

　第五次鹿島市総合計画における重要な政策的事業である定住促進、子育て支援、交流人口の拡大を目指し、地域

における中核都市としての復活を目指す鹿島市まちづくり推進構想（鹿島ニューディール構想）の実現に向けた安

心・安全のまちづくりや施設、道路の整備、産業の振興に取り組んでいます。

怯特別会計

　本年度公共下水道事業は、鹿島地区、北鹿島地区における汚水 管渠 の整備を行っています。
かんきょ

怯企業会計

　水道事業は、本年度も安全でおいしい水を安定的に供給できるよう、施設の維持管理を行っています。

怯一般会計　（予算額　１４３億１，９３７万円）

怯平成２６年度の主な事業

　①東部中学校改築事業

　②小学校耐震補強大規模改造整備事業

　③地方都市リノベーション事業

　④市制施行６０周年記念事業

　⑤保育所整備事業

　⑥市民会館建設検討事業

　⑦農商工連携事業

　⑧辺地対策事業

　⑨鹿島市活性化施設運営事業

　⑩伝統的建造物郡保存地区対策事業

怯企業会計（水道）

執行額区　分

２億４,８３２万円収入
収益的

９,７７５万円支出

０円収入
資本的

１億３,８６２万円支出

怯特別会計

支払済額（執行率）収入済額（収入率）予算額会　計　名

（２３.０％）１４万円（３５２.５％）２１５万円６１万円谷田工場団地造成・分譲事業

（２９.５％）３億２,３６５万円（５.２％）５,７３５万円１０億９,７７９万円公共下水道事業

（４１.０％）１７億２,００７万円（３３.５％）１４億０,３０５万円４１億９,２４０万円国民健康保険

（２１.２％）８,４１３万円（２６.４％）１億０,４３９万円３億９,５９３万円後期高齢者医療

（３７.４％）２１億２,７９９万円（２７.６％）１５億６,６９４万円５６億８,６７３万円計

平成　２　６　年度上半期予算執行状況

東部中学校改築事東部中学校改築事業業

地方都市リノベーション事地方都市リノベーション事業業

 　企画財政課財政係

　　　　　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは
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軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽自自自自自自自自自自自自自自動動動動動動動動動動動動動動車車車車車車車車車車車車車車軽自動車税税税税税税税税税税税税税税税ととととととととととととととと法法法法法法法法法法法法法法人人人人人人人人人人人人人人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法人市民税税税税税税税税税税税税税税税（（（（（（（（（（（（（（法法法法法法法法法法法法法法人人人人人人人人人人人人人人税税税税税税税税税税税税税税割割割割割割割割割割割割割割（法人税割）））））））））））））））のののののののののののののの税税税税税税税税税税税税税税率率率率率率率率率率率率率率がががががががががががががが変変変変変変変変変変変変変変わわわわわわわわわわわわわわりりりりりりりりりりりりりりままままままままままままままの税率が変わりますすすすすすすすすすすすすすす

怯原動機付き自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車

　税制改正により平成２７年度から原動機付き自転車・小型特殊自動車・二輪小型自動車の税率が引き上げられます。

平成２７年度から
新税率

平成２６年度まで
旧税率

車 種 区 分

総排気量等

２,０００円１,０００円５０cc以下

原動機付き自転車
２,０００円１,２００円５０cc超９０cc以下

２,４００円１,６００円９０cc超１２５cc以下

３,７００円２,５００円２０cc超（三輪以上）

２,４００円１,６００円農耕用
小型特殊自動車

５,９００円４,７００円その他

３,６００円２,４００円１２５cc超２５０cc以下軽二輪

６,０００円４,０００円２５０cc超小型二輪

怯軽三輪車・軽四輪以上の車両

　三輪以上の軽自動車は、平成２７年４月１日以降に最初の新規検査※を受けるものから新税率が適用されます。

　また、グリーン化（環境への負担軽減）を進める観点から、最初の新規検査から１３年を経過した三輪以上の軽自

動車（電気自動車等を除く）は、平成２８年度からおおむね２０％の重課となります。

※新規検査とは車検証の初年度検査年月です

重課税率
（平成２８年度～）

新税率現行税率車 種 区 分

４,６００円３,９００円３,１００円軽三輪

１２,９００円１０,８００円７,２００円自家用
乗　用

軽四輪以上
８,２００円６,９００円５,５００円営業用

６,０００円５,０００円４,０００円自家用
貨物用

４,５００円３,８００円３,０００円営業用

怯法人市民税（法人税割）

　平成２６年度税制改正で、地方法人税（国税）が創設されたため、市でも平成２６年１０月１日以後に開始する事

業年度分から、法人市民税（法人税割）の税率が変わります。

　なお、均等割の税率は変わりません。

平成２６年１０月１日以後
新税率

平成２６年９月３０日以前
旧税率

事業年度開始の年月日

１２．１％１４．７％税　率

栢予定申告での経過措置

　平成２６年１０月１日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額

に４．７を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額とする経過措置があります。

　詳しくは市ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

 　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

税務課からのお知らせ

※重課税についてのお問い合わせの際は、車検証を準備してもらうとスムーズです
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消防署からのお知らせ

秋季全国火災予防運動　１１月９日（日）～１５日（土）
もういいかい　火を消すまでは　まあだだよ

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狂狂狂狂狂狂狂狂狂

教
教
教
教
教

橋
橋
橋
橋
橋

 　鹿島消防署

　　　　　緯０９５４（６３）１１１９

詳しくは

　これから空気が乾燥し、火災が発生しやすい時季を迎えます。もう一度、住宅や事業所の防火対策を見つめ直し

ましょう。

澗

監

環

看

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

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

甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘

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

日～１２月１日までの間、犯罪被害者週間を実施します。

 　鹿島警察署　　緯０９５４（６３）１１１１

【各種相談】

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

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

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

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

このほか、鹿島警察署でも受け付けています。まずは相談を！

詳しくは

犯罪被害者週間　　～「ひとりで悩まず、心の扉をひらいて！」～

火の用心フェアを開催します

　秋季全国火災予防運動の一環で鹿島消防署では火の用心フェアを開催します！

　消防士が実際に使用している、消防車や救急車、その他さまざまな資器材に触れ、

消防との交流を深め、防災意識を高めましょう！

と　　き　１１月３日（祝）

　　　　　９時３０分～１２時

　　　　　（雨天時、災害出動時は中止します）

と　こ　ろ　市民会館前広場

内　　容　潤消火体験　潤１１９番通報体験

　　　　　潤消防車、救急車への乗車体験

　　　　　潤その他にもいろいろな体験コーナーを準備しています。

狂身近な防火・防災プロジェクト

いのちを守る７つのポイント
【３つの習慣】

　１．寝たばこは、絶対やめる。

　２．ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で利用する。

　３．ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

【４つの対策】

　１．逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。

　２．寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。

　３．火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。

　４．お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。
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情報掲示板ワイド

恭小学生の部

明倫小２年　中島　雄大

明倫小２年　江頭　凪緒

明倫小２年　大曲　陽菜

明倫小２年　武富　美咲

明倫小３年　西野　仁就

明倫小５年　小﨑　結衣【県特選】

浜　小６年　山口　柚葉

浜　小６年　倉﨑　椋太郎

浜　小６年　有森　慎太朗【県特選】

明倫小６年　西野　天葉

恭中学生の部

東部中１年　中山　潤哉

西部中１年　小﨑　和真

西部中２年　喜多　佑夏

西部中２年　田古里　奈津

西部中２年　林田　大樹

西部中２年　坂本　奈津美

西部中２年　徳村　ひかり

西部中２年　中薗　真子

西部中２年　溝口　未祥

西部中２年　村田　遥希

西部中２年　森田　莉奈【県特選】

西部中２年　廣瀬　杏純

西部中２年　小八重　美春

西部中２年　冨岡　有希

西部中２年　吉田　有希

　平成２６年度明るい選挙啓発ポスターコンクールに多数の応募をいただきありがとうございました。

　応募総数１３２点のうち、入賞者を発表します。（敬称略）

 　選挙管理委員会事務局　緯０９５４（６３）３４１８詳しくは

明るい選挙啓発ポスターコンクール入賞者発表
お
知
ら
せ

【特選】小﨑　結衣 【特選】有森　慎太朗 【特選】森田　莉奈

これらの作品を県の同コンクールに出品

したところ、３作品が入賞しました。

おめでとうございます。

　鹿島酒蔵ツーリズムの活動の一環で、鹿島のお酒や酒蔵、地域の文化・歴史などを学習し、観光客に対して紹介

するガイドを育成する講座を開催します。

　市内の蔵元などが講師となり、各酒蔵の紹介のほか、酒にまつわるさまざまなテーマで話していきます。

鹿島酒蔵ツーリズム娯観光ガイド育成講座
受講者募集

募
　
集

参加条件

　煙最低でも５回以上受講できる人

　煙３月末開催のイベントにガイドとして協力できる人

と こ ろ　市民会館と各酒蔵

　　　　　（回によって異なります）

定　　員　３０人（先着順）

受　　付　随時

受 講 料　無料

 　鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会事務局

　　　　　（鹿島市観光協会）

　　　　　緯０９５４（６２）３９４２

詳しくは

講座内容日　程

日本酒の基礎知識
（酒造用語・酒の種類、ラベルの見方など）

１１月１５日（土）

市外の酒蔵見学１１月２２日（土）

鹿島の歴史と文化・観光学習１２月１６日（火）

市内酒蔵で酒造り体験１月２４日（土）

ガイド実地研修２月７日（土）

グループ学習・ガイドマニュアル作成２月２１日（土）

ガイドリハーサル・修了式３月７日（土）

講座日程　時間はすべて午後を予定
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情報掲示板ワイド

怯今、なぜ里親なのか？

　児童福祉の世界では、施設の小規模化とより家庭的

な支援が求められています。家庭で生活できない子ど

もたちは、心理面でさまざまな問題を抱えることとな

り、それをケアしてくれる存在が必要となってきます。

　その中で最も家庭的な養育環境が里親です。まだま

だ社会的な認知度は低い制度ですが、現在、国を挙げ

て里親委託数を増やしているところです。

怯里親の種類

　大きく分けて、養子縁組を前提とした養子縁組里親

と養子縁組を前提とせず、一定期間（おおむね１８歳

まで）養育していただく養育里親に分類されます。

　また、父母に代わり祖父母や兄姉が子どもを養育し

ている場合、親族里親として認定され、援助を受けら

れることがあります。

　養育里親には里親手当、養育費が支給され、養子縁

組里親や親族里親には養育費が支給されます。

里親制度をご存知ですか？
～家庭のぬくもりを求めている子どもたちのために里親になりませんか？～

お
知
ら
せ

少しでも興味をもたれた人はお気軽にご連絡ください

　潤佐賀中央児童相談所　　　　緯０９５２（２６）１２１２

　　児童養護施設済昭園
　　里親支援専門相談員　山田

緯０９５４（６６）２１３８潤

　『認知症になっても安心して暮らせるまち』をめざ

し、認知症による徘徊者への声かけ訓練を行います。

　認知症の人への声かけの仕方などを講義で学び、そ

の後、実際に徘徊者への声かけ体験をしてもらいます。

　これまでに、認知症サポーター養成講座を受講した

ことがある人はもちろん、初めての人でも、気軽に参

加できます。（事前申し込み不要、訓練のみ参加も可）

※『認知症サポーター養成講座』は２１ページをご覧

　ください

と　　き　１２月３日（水）１３時３０分～１６時

内　　容　

　潤講　義　１３時３０分～　市役所５階大会議室

　潤訓　練　１４時３０分～　市役所敷地内

　潤座談会　１５時３０分～　市役所５階大会議室

参　加　費　無料

 　地域包括支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

詳しくは

認知症徘徊声かけ訓練
～認知症サポーターフォローアップ研修～

お
知
ら
せ

　個人住民税の特別徴収の適正化に取り組みます
～通知文書を１１月６日に県内一斉発送～

お
知
ら
せ

個人住民税の特別徴収とは

　事業者（給与支払者）が、所得税の源泉徴収と同じく、

毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きして

市に納める制度です。

通知文書の一斉発送

　個人住民税の特別徴収義務があるにもかかわらず、

実施していない事業所に対して、１１月６日（木）に『特

別徴収の適正化通知文書』を県内市町が共同で一斉に

発送します。この文書が届いた事業所は特別徴収の手

続きをしてください。

ご協力をお願いします

胸給与を従業員（パート・アルバイトを含む）に支払っ

　ている事業者（給与支払者）は、特別徴収をする必要

　があります。

胸個人住民税の特別徴収は従業員の人にとって、『納め

　に行く手間が省ける』『納め忘れがない』『１２分割

　するので１回あたりの納付額が少なくて済む』など

　の利点がある大変便利な制度です。

 　県税務課　緯０９５２（２５）７０２１

　　　　　市税務課　緯０９５４（６３）２１１８

詳しくは
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情報掲示板ワイド

高額医療・高額介護合算療養費制度とは？

　医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の

負担を軽減するもので、同一世帯内に介護保険の受給

者がいる場合、一年間に支払った医療保険（同一医療

保険ごと）と介護保険の自己負担を合計し、所得に応

じた限度額を超えた分を支給するものです。

※国保と後期高齢者医療の自己負担は合算できません。

申請についての留意点など

　支給の対象となる被保険者の皆さんには、１２月ごろ

にお知らせする予定です。お知らせが届いたら、保険

健康課の窓口に申請してください。

※次に該当する人には、申請の対象となる旨のお知ら

　せができない場合があります。

　平成２５年８月から平成２６年７月末までの間に

　毅転入または転出した人

　毅医療保険を変更した人

　毅医療保険を喪失した人（死亡や生活保護受給など）

 　

　平成２６年７月３１日時点で

　毅鹿島市国保または後期高齢者医療の人

　　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０

　毅それ以外の医療保険の人

　　それぞれの医療保険へお尋ねください。

詳しくは

高額医療・高額介護合算療養費制度のご案内
お
知
ら
せ

　市では、６５歳になられる皆さんが一堂に会し、自

己の生き甲斐を新たな気持ちで見つめ、その門出を祝

う記念行事として、今年で第２３回目となる盛年の集

いを開催します。

と　　き　１２月７日（日）

　　　　　１３時３０分～

と　こ　ろ　エイブルホール

内　　容　式典および

　　　　　アトラクション

対　象　者　平成２６年４月２日から平成２７年４月１日ま

　　　　でに６５歳を迎える人で、下記のいずれかに該

　　　　当する人

　　　　①市内に住民票を登録している人

　　　　　（開催の通知を送付しています）

　　　　②過去に市内に居住していた人

　　　　③その他出席を希望される人

　　　　 　生涯学習課社会教育係

　　　　　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは

『盛年の集い』を開催します
募
　
集

　カキ焼きやおにぎりのお昼を楽しみながら『みかん狩り』や『手すきノリ』、有明海の伝統漁法『棚じぶ』など秋

の鹿島の農業や漁業の体験ができます。ふるってご参加ください！

　来年冬に、グリーン・ツーリズムの九州大会が佐賀県で開催され、鹿島市も分科会の会場となります。このイベン

トを機会に農業・漁業体験や民泊など鹿島のグリーン・ツーリズムに親しんでみてください。

と　　き　１１月２４日（振休）８時３０分～１４時３０分

と　こ　ろ　道の駅鹿島周辺（集合・解散　道の駅鹿島）

内　　容　漁業体験・農業体験

　　　　　※移動は各自、自己責任でお願いします

定　　員　２０人

参　加　費　大人　３,０００円、子ども　２,５００円

申込期限　１１月１７日（月）

 　鹿島市ニューツーリズム推進協議会事務局　緯０９５４（６３）１７２３申込・問合せ先

噛あなたもグリーンツーリズムに取り組みませんか噛

　鹿島市ニューツーリズム推進協議会では民宿・民泊、農

業・漁業体験といったグリーン・ツーリズムを推進してい

ます。

　農業・漁業体験や民宿・民泊を将来やってみたい人は、

ぜひ、ご連絡ください。

　秋の農業・漁業体験に参加しませんか
お
知
ら
せ
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情報掲示板ワイド

　市では、重点施策として取り組んでい

る『子育て支援事業』の一環として、放課

後児童クラブを市内全小学校（７校）で運

営し、保護者の子育て支援を行っていま

す。

　平成２７年４月からの放課後児童クラ

ブ入部希望者の申込受付を行います。

　土曜日（７時３０分～１８時）も全校区

の利用希望児童をわんぱくクラブで預か

ります。

対　象　者　各小学校区の児童

入部要件　昼間、保護者（父母・６０歳未満の祖父母）が就労などで不在の家庭

　　　　　※申し込みをされても、保護者の就労状況などにより、入部できるとは限りません

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

負　担　金　３,０００円／月（別途保険料として８００円／年）　※土曜日利用者は４,０００円／月

　　　　　※別途おやつ代（夏休み　１,０００円、冬休み・春休み　５００円）が掛かります

申込方法　福祉事務所に印鑑を持参し、入部申込書に記入してください

申込期間　１１月４日（火）～２１日（金）

 　福祉事務所社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

特 記 事 項定員と こ ろク ラ ブ 名

煙夏休みなどの長期休暇中利用

　場所が変更となるクラブ。

　・たんぽぽクラブ→能古見小

　・星の子クラブ→七　浦　小

８０人鹿 島 小 内わんぱくクラブ

４０人明 倫 小 内げ ん き ク ラ ブ

４５人明 倫 小 内ほがらかクラブ

２０人浜 小 内光 の 子 ク ラ ブ

４２人農村婦人の家かがやきクラブ

３９人能古見小内すぎの子クラブ

１０人浅浦分校内たんぽぽクラブ

３９人古 枝 小 内ひまわりクラブ

３９人七 浦 小 内ゆめっ子クラブ

１５人音成分校内星 の 子 ク ラ ブ

平成２７年度　放課後児童クラブ入部案内
お
知
ら
せ

有効期限　集中受付期間に提出されたもの

　　　　　覚平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日

　　　　　集中受付期間以降に提出されたもの

　　　　　覚登録日～平成２９年３月３１日

　　　　　※集中受付期間以降に申請された場合、新

　　　　　　年度当初に間に合わないことがあります。

　　　　　　また、申請の受理が必ずしも入札に参加

　　　　　　できることではありません。

申請区分　潤建設工事

　　　　　潤測量・建設コンサルタント等

　　　　　潤物品製造等

申請方法　市役所３階企画財政課に持参、または郵送

　　　　　ください。

申　請　書　申請区分ごとの様式と添付書類をＡ４サイ

　　　　　ズ（クリップ止め）で１部

　　　　　※フラットファイル等へのとじ込みは不要。

そ　の　他　その他、詳細については、お問い合わせい

　　　　　ただくか、市ホームページをご覧ください。

　　　　　（申請様式のダウンロードができます。）

 　〒８４９－１３１２

　　　　　　　　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　　　　　　　　鹿島市役所企画財政課入札契約係

　　　　　　　　緯０９５４（６３）２１０１

申請・問合せ先

　鹿島市が発注する建設工事や物品製造等の入札（見積）に参加するためには、事前に指名競争入札参加資格審査申

請書を提出し、入札参加資格の審査を受ける必要があります。

　現在の入札参加資格者の登録は、平成２７年３月３１日で有効期限切れのため、平成２７・２８年度に引き続き登録を希

望する人、また新規に希望する人は、申請書を提出していただくようお願いします。

集中受付期間　　１　１　月４日（火）～１　２　月　２　６　日（金）

「平成　２　７　・２　８　年度用」鹿島市指名競争入札（見積）

参加資格審査申請受付を始めます

お
知
ら
せ
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　『障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律』

（いわゆる『障害者虐待防止法』）に基づき、障がい者虐待の通報や虐待

を受けた障がい者からの届け出の受付など、相談専用窓口を開設して

います。

　障がい者虐待の疑いがあれば、まずは右の相談窓口へご連絡ください。

 　福祉事務所障がい福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは

障がい者虐待の相談窓口を開設しています
～まずはご連絡ください～

お
知
ら
せ

相談窓口

胸平日８時３０分～１７時１５分

　　市役所１階　福祉事務所

　　　緯０９５４（６３）２１４０

　　　姉０９５４（６３）２１２８

胸２４時間対応窓口

　　市障害者虐待防止センター

　　　緯０８０（６４５５）６７０９

情報掲示板ワイド

怯児童虐待とは？

潤身体的虐待

　殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、戸外に

　長時間閉め出す　など

潤心理的虐待

　無視する、罵声をあびせる、兄弟間で差別的に扱う、

　目の前で他の家族に暴力をふるう　など

潤ネグレクト（養育放棄）

　食事を与えない、病気でも病院に連れて行かない、

　著しく不潔にしておく、家に閉じ込める　など

潤性的虐待

　性交渉、性的行為を強要する、性的行為を見せる、

　ポルノの被写体にする　など

怯虐待のサイン

潤子どもの様子

　不自然な傷やあざ、家に帰りたがらない、攻撃的で

　乱暴な行動、食べ物に過度な執着をもつ　など

潤保護者の様子

　近所や地域の中で孤立している、頻繁に子どもを家

　に残し外出する、子どもや家族の不満をよく口にす

　る　など

潤家族の様子

　頻繁に子どもの泣き声が聞こえる、怒鳴り声や物を

　投げつける音がする、子どもがいるのに姿を見かけ

　ない　など

１１ 月は児童虐待防止月間です
お
知
ら
せ

　虐待防止のためには地域で温かく見守ることや、さりげない声かけが大切です。虐待のサインに気づいた場合は

ご連絡ください。（連絡は匿名で行うことも可能です）

 　福祉事務所社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９

　　　　　佐賀県中央児童相談所　緯０９５２（２６）１２１２

詳しくは

　年内に納付した国民年金保険料は、全額が所得税・市

町村民税等の社会保険料控除の対象となります。

　年末調整や確定申告で国民年金保険料を社会保険料

控除として申告する場合には、「社会保険料（国民年金

保険料）控除証明書」の添付が必要ですので、申告を

行うまで大切に保管してください。

　納め忘れなどがある場合も、年内に納付すれば、今

年分の控除として申告できます。

 　

　武雄年金事務所　緯０９５４（２３）０１２３

詳しくは

《送付時期》

怯平成２６年１月１日～平成２６年９月３０日までの間に

　納付実績のある人・・・平成２６年１１月上旬

怯平成２６年１０月以降に今年初めて国民年金保険料を

　納付された人・・・・・平成２７年２月上旬

平成２６年の社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書が送付されます！

お
知
ら
せ
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　さまざまな人権問題が発生して

いる今の時代に『人を差別しては

いけない』とよくいわれますが、

差別はどうして生まれるのでしょ

うか。

　差別とは、人権を侵し支配・排

除する行為と言われています。人

は、自分本位に考えやすく、自分

だけが正しいと思い込み、相手を

打ち負かそうとする意識がありま

す。しかしながら、人は一人では

生きていけないし、社会の中でさ

まざまな人と関わりながら、苦楽

をともに暮らしているのが現実で

はないでしょうか。

　人は、生まれてくる場所や生ま

れてくる時代を選べません。その

ことから、自分の置かれている境

遇の中で、それぞれの考え方や価

値観の違いにより、さまざまな生

き方があります。

　世の中はいろいろな人がいて、

違っているから面白い。そう思う

ことができれば、相手の気持ちを

思いやることができ、差別意識は

生まれないのではないでしょうか。

　差別という言葉から、女性差別、

高齢者差別、外国人差別、人種差

別、障がい者への差別、部落差別

などが連想されます。また、いじ

めや虐待なども支配・排除という

差別意識から生まれることもあり

そうです。差別意識は、刷り込ま

れてきた偏見や思い込みなどによ

り、人間の意識の中に形成されて

いるのではないでしょうか。

　差別意識の解消にあたっては、

折に触れて『差別の現実』を正し

く学び、正しく理解し、そして一

人ひとりが相手の人の気持ちを思

いやる心と行動が大切なのではな

いでしょうか。すべての人たちの

人権が守られ差別のない社会の実

現が、今問われているような気が

します。

差別のない社会をめざして
～差別意識の解消を考える～

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

『粗大ごみ』特集

怯粗大ごみとは・・・

　市指定のごみ袋に入らないごみです。

　　煙長さ２メートル以内

　　煙１人で持てる重さ

　　煙１回で出せるのは、１人２個まで

　を基本とします

　市の粗大ごみの回収日は、月に１回となっており、第１回目

～４回目の水曜日です。（地区によって１～４の数字は変わり

ます）

　この第１回目～４回目の数字をよく確認して出してください。

もし間違えて出されたら、翌月の回収となります。

　粗大ごみは、ごみステーションのスペースもとりますので、

他のごみが置けなかったり、道路にはみ出したりして歩行者や

自転車、車両の邪魔にならないようにお願いします。

 　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

怯農薬が入っていたごみ

　使い切っていない農薬が入っているものは、

市が回収できませんので、農協や購入先にお

尋ねください。

　農薬が入っていたけど、使い切ったビン・カ

ンは洗ってから『もえないその他』の袋へ、

紙袋・プラスチック・ビニールなどは『もえ

るごみ』の袋へ入れて出せます。

地区の回収日以外の日に出され、
歩行の妨げになっている粗大ごみ

No.１１７

このごみどの袋、人権の輪
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

　１０月２３日にオープンした鹿島市民交流プ

ラザ『かたらい』。この３階４階に１台ずつ、株

式会社ジェイエイビバレッジ佐賀様より、災害

時の飲料水支援ならびに地域振興に関する事業

寄付の２つの機能を持つ自動販売機を設置して

もらいました。

　災害が起きた場合に自動販売機の飲料水を無

料で利用できます。また、この自動販売機で飲

料水を購入した場合、金額の２０％が市に寄付

され、地域振興事業費の一部に当てられます。

　ぜひ見に来てみませんか。かわいい『かし丸

くん』のラッピング自動販売機が待ってます。

善 行 紹 介

１０月１日、佐賀西信用組合

様（栢森久理事長様）より地域

貢献運動の一環として、市消

防団へ現場本部旗２組と幹部

団員用ヘッドライト２１個を

ご寄付いただきました。

栢森理事長様からは「このよう

な品物は活躍する機会が少な

い方が好ましいことではあり

ますが、日々私たち市民の生

命・財産を守っていただいてい

る消防団の皆さんの安全な活

動のためにお使いください。」

とのお言葉をいただいていま

す。

ありがとうございました。

受 賞 者 紹 介

鹿島市で活躍されている『鹿島

オレンジ』（バレーボール）が、

生涯スポーツ優良団体として

文部科学省より表彰されまし

た。おめでとうございました。

文部科学省表彰

鹿島オレンジ

鹿島実高と中心商店街が、花いっぱい運動を開催

　１０月２５日、鹿島実業高等学校の

生徒・ＰＴＡ・先生による『花ボラ』と

中心商店街の合同で、『まちなか花いっ

ぱい運動』が開催されました。

　集まった鹿島実高の全生徒約１５０

人、商店街関係者２０人の参加者は、鹿

島駅前から北公園や商店街一帯の除草

と清掃活動に加え、公園の花壇やお店

の前のプランターに花を植えました。

　例年２回の作業を行い、今回も、うれしの特別支援学校で栽培されたパンジー

を含む４５０本の花苗を植え込みました。今後は各商店が管理をし、花を咲かせ

続ける春まで商店街に彩を与えてくれます。

災害支援型ならびに地域貢献型自動販売機を『かたらい』に設置

川内将嗣選手　銅メダル!!

　韓国仁川で開催されたアジア競技大会ボ

クシング競技（ライトウェルター級）で、鹿

島市（馬渡）出身の川内将嗣選手が、見事銅

メダルを獲得されました。

　川内選手は、明倫小学校、西部中学校時代

に剣道を習われていましたが、龍谷高校で

ボクシングを始められ、現在は、自衛隊体育

学校ボクシング班に所属されています。

　今回は、久しぶりの大きな大会にもブランクを感じさせない戦いで、すばらし

い成績を残されました。今後の活躍にも大きな声援をお願いします。
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介　護　保　険

知っていますか？

ロコモティブシンドローム

　骨、関節、筋肉など身体を動かす仕組みを『運動器』といいます。

　運動器である足腰の動きが衰えたら、それが『ロコモティブシンドロー

ム（通称：ロコモ）』です。

　ロコモは、『認知症』やメタボリックシンドロームなどが原因で起こる

『脳卒中』と並び、寝たきりや要介護状態の３大要因の一つになっていま

す。

 　杵藤地区介護保険事務所　緯（６９）８２２２

　　　　　http://www.kitou-web.jp/kaigo/

　　　　　市保険健康課長寿社会係　緯（６３）２１２０

　　　　　市地域包括支援センター　緯（６３）２１６０

詳しくは

１　片足立ちで靴下が履けない（動作をしながらのバランス能力）

２　家の中でつまづいたり滑ったりする

３　横断歩道を青信号で渡りきれない（歩行速度が遅くなる）

４　階段を上がるのに手すりが必要である

５　１５分くらい続けて歩けない（１㎞くらいを想定）

６　２㎏程度の買い物をして持ち帰るのが困難である

７　家のやや重い仕事が困難である（掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど）

　１つでも当てはまれば、ロコモの可能性があります。

　さあ、あなたも今日からロコトレ（ロコモーショントレーニング）を始

めましょう！

　ただし、無理に試して転んだりしないように注意しましょう。腰や関節

の痛み、筋力の衰え、ふらつきといった症状がある場合などは、医療機関

で相談してみましょう。

胸開眼片足立ち

胸スクワット

胸ストレッチ

胸関節の曲げ伸ばし

胸ラジオ体操

胸ウォーキング

胸各種スポーツなど

ロコモティブシンドローム（運動器症候群）って？

あなたは大丈夫？（ロコチェック）

今日から始めるロコトレ 栢地域包括支援センターでもロコモ予防のための教室

　を開催しています。参加を希望される人は、お気軽

　にお問い合わせください。

　潤ロコモ予防教室

　　と　　き　次回平成２７年１月開催予定

　　と　こ　ろ　のごみふれあい楽習館

　潤介護予防運動教室

　　と　　き　１０月７日～１２月１６日の毎週火曜日

　　　　　　　（１１月１１日を除く）１０時～１１時３０分

　　と　こ　ろ　高津原公民館『かんらん』
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“ I tell you what. ” 

今月のキーフレーズ

№１０７

　この熟語は、『あのね、（何か教えてあげるよ）』という意味です。

　助言をするとき使う表現で、フォーマルな場合には使えません。
タイラー先生

こんなときこのひとこと、学校だより

四Filipino Words四
（フィリピンの言葉（タガログ語））

 Sarap   nito  :（これは）おいしいです　　　　　
サラプ ニト

 Mahal   kita 　:（あなたを）愛している
マハル キタ

（アンワー）　あのね、タイラー。このビールを飲んで

　　　　　みて、きっとすごく好きだと思うよ。

（タイラー）　まぁ、あなたの勧めたものに間違い

　　　　　はなかったから…。乾杯！

Anwar:

Tyler:

I tell you what, Tyler. If you try this 
beer, I am certain you will like it a lot.
Well, you have never given me a bad 
recommendation before, so...cheers!

（エマーソン）　佐賀県の新しいALTたちはすごくいいけど、

　　　　　他の県の先生たちにも、もっと会いたいなぁ。

（ナヨミ）　あのね。私が開く次のパーティーに来たらど

　　　　　う？たくさんの新しい友達ができるよ！

The new Saga ALTs are really great, but I want 
to meet more teachers from other prefectures.
I tell you what. Why don't you come to my 
next party? You can make a lot of new friends!

Emerson:

Nyomi:

　『全力宣言　北鹿島』のテーマのもと、

今年で１０回目となる北鹿島小学校

と北鹿島地区の合同運動会が、９月

２８日に本校の運動場で盛大に開催

されました。

　運動会には、保護者はもちろんのこ

と多くの地域住民の皆さんも参加し

ていただきました。合同運動会では、

小学校の種目と地区の種目を入り混

ぜて実施しました。地域の皆さんは、

児童の競技に大きな声援を送り、また

児童も地域の皆さんの競技に団旗を

大きく振って精一杯の応援をしまし

た。

　６年生にとって、今年は最後の運動

会でした。最高学年として、応援団や

実行委員会等の係活動に、どの児童も

責任を持って取り組み、全校児童を

リードしてきたことに、成長の足跡を

見ることができました。なかでも、心

一つにスタンツで男女ともに三段円

塔を完成させたときは、場内に大きな

感動を呼び起こしました。

　合同運動会を通して、身も心も大き

く成長してくれました。

【６年児童の感想】

　私が一番心に残ったのは、スタン

ツ（組体操）です。スタンツでは、ピ

ラミッドやタワーを作りました。タ

ワーは、三段で一番難しい技でした。

練習ではなかなかできなかった男子

も、当日は早く完成させ、女子がで

きあがるのを待っていてくれました。

とっても嬉しかったです。みんなで

協力して成功できてとてもよかった

です。

～小学校と地区の合同運動会～

北鹿島小学校

校学 だ よ り

No.２１０

寓５・６年児童によるスタンツ（組体操）
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鍋島 直彬 公　展
な お よ し

床　の　間
コーナー

えいぶる講座　募集中講座

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
　　　　　（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

定員になり次第締め切りますので、早めにお申し込みください。

受講料ところ開講期間講　師定員講　座　名

５００円／１回
エイブル２階

音楽スタジオ

１２月３日～平成２７年４月１５日

［月２～３回　水曜日］

１３時３０分～１５時

東　加代子さん２０人
歌唱健康法

カラオケ健康指導教室

エイブル倶楽部

会員対象無料講座

市民会館２階

第５会議室

１２月３日（水）、５日（金）

昼コース　１４時３０分～１６時

夜コース　１９時３０分～２１時

※昼、夜どちらか

永池　守

（エイブル館長）
各１５人

筆ペンで年賀状を

書こう！（全２回）

エイブル倶楽部

会員対象無料講座

（別途材料費必要）

エイブル２階

調理実習室

１２月１１日（木）

１０時～１２時

九州電力（株）

武雄営業所

ホームアドバイザー

２０人
季節の省エネ講座＆

時短おせち料理づくり

会　員　５００円

一　般１,０００円

材料費　５００円程度

エイブル２階

調理実習室

１２月６日（土）１０時～１３時

１２月７日（日）１０時～１３時

※どちらか１回限り

カルミナ・ルイズ・

ムラカワさん
各２０人

世界の料理教室

～メキシコの料理

と文化を学ぼう～

公
開
講
座

エイブルからのお知らせなど

クラシックで遊ぶ
愉快なコンサート

　『題名のない音楽会』などで話題のヴァイ

オリンとピアノのデュオ。

　第２部では鹿島市立西部中学校、東部中

学校吹奏楽部の２年生と共演!!

と　　き　１１月３０日（日）

　　　　　開場１５時　開演１５時３０分

と　こ　ろ　エイブルホール（全席自由）

前売り　チケット発売中！

　煙一　　　般　２,０００円

　　（倶楽部会員　１,５００円）

　煙高校生以下　１,０００円

　　（倶楽部会員　　 ５００円）

※当日券５００円増し（前売券完売の場合、当日券はありません）

※車イス席有（事前にお申し込みください）

※未就学児の入場不可（託児有、１１月１８日までに要予約）

秋の読書週間イベント市　民
図書館

怯本をゆずる市を開催します！

　図書館で不要となった本や市民の皆さんから寄せられた本を配布し

ます。ぜひ、お越しください。

と　　き　１１月１日（土）～３日（祝）　９時３０分～１７時

　　　　　１１月５日（水）　　　　　　９時３０分～１９時

と　こ　ろ　図書館

対　　象　どなたでも可（１人１０冊まで）

怯本のお医者さんに挑戦！

　本の修理をサポーターの人が教えます。（対象　小学生以上）

と　　き　１１月３日（祝）　①１０時～１２時　②１３時３０分～１６時

怯POPで紹介！みんなのオススメ本・・・・・１１月２８日（金）まで

 　市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

スギテツ第９回
えいぶる事業

杉浦哲郎
（ピアノ）

岡田鉄平
（ヴァイオリン）

～夫婦で守り育んだ鹿島の文化遺産～

　今年は直彬公の百

回忌、現在の展示が直

彬公展３回シリーズ

の最終回です。

　今回は、これまであ

まり知られてこな

かった妻藹子（あい

こ）の果たした役割にも注目した展示を

しています。藹子が亡き直彬を偲んで詠

んだ７首の和歌も必見です。

展　　示　１１月３０日（日）まで

寓鍋島藹子　喜寿祝
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　杵藤クリーンセンター（ごみ焼却

場）施設の総点検のため、１１月２０日

（木）・２１日（金）の２日間は、『もえる

ごみ』の収集ができません。この期

間は『もえるごみ』を絶対にごみス

テーションに出さないで各家庭で保

管をお願いします。

　なお、『もえるごみ以外のごみ』の

収集は通常どおり行います。皆さん

のご理解とご協力をお願いします。

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

 

　『平成１８～１９年度設置』の水道メー

ターを検定期間満了のため取り替え

ます。『鹿島市指定の水道工事店』が

次の日程で、取り替えに伺いますの

で、ご協力をお願いします。

　なお、取り替えに伺うお宅には事

前に水道工事店より連絡があります。

※取り替え費用はかかりません。

対　　象　奇数月に水道料金請求世帯

※偶数月の水道料金請求世帯は１０月

　中に終了しました。

 　水道課管理係

　　　　　緯０９５４（６２）３７１８

おお知知ららせせ
１1月２０日（木）・２１日（金）は
『もえるごみ』の収集ができません

詳しくは

水道メーターを
取り替えます

詳しくは

 

と　　き　平成２７年１月１１日（日）

　　　　　受付１３時～　開式１４時～

と　こ　ろ　市民会館大ホール

対　象　者　平成６年４月２日～平成７年

　　　　　４月１日までに生まれた人

そ　の　他

　鹿島市に住民登録のある対象者に

　は、　案内ハガキを送ります。

　就職や進学などにより鹿島市以外

　に住む人で、鹿島市の成人式に参

　加を希望される人は、ご連絡くだ

　さい。

 　生涯学習課社会教育係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

 

　平成２６年１０月４日から、佐賀県の

最低賃金は、時間額『６７８円』と

なりました。

　特定（産業別）最低賃金は、改定審

議中ですが、その中の陶磁器・同関連

製品製造業（時間額６６５円）は、地

域別を下回っていますので、当分の

間、時間額６７８円が適用されます。

 　佐賀労働局賃金室

　　　　　緯０９５２（３２）７１７９

平成２７年　鹿島市成人式
のご案内

詳しくは

佐賀県（地域別）最低賃金
６７８円／時間

詳しくは

 

　沖縄県糸満市の平和祈念公園内に

沖縄戦で亡くなられた人々の氏名を

刻んだ記念碑『平和の 礎 』がありま
いしじ

す。次の該当者の中でまだ刻銘され

ていない人は、追加刻銘ができます。

該　当　者　昭和１９年３月２２日から昭

　　　　　和２１年９月７日までの間、

　　　　　沖縄県と南西諸島周辺に

　　　　　おいて、沖縄戦が原因で

　　　　　亡くなった人

申込締切　平成２６年１１月２８日（金）

提出書類　戦没者の死亡記載のある

　　　　　戸籍謄本

 　福祉事務所社会福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

 

　国が行っている地デジ難視対策の

ための各種支援制度は、平成２７年

３月末をもって終了します。期限ま

でに地デジ難視対策を完了するため

には、遅くとも１２月中の申し込み

が必要です。お早めにお願いします。

 　総務省地デジコールセンター

　　　　　緯０５７０（０７）０１０１

沖縄戦で亡くなられた人の
ご遺族の皆さんへ

詳しくは

地デジ難視対策の各種
支援は終了します

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ

　平成２６年９月分市長交際費の支出状況を公表します。

 　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４詳しくは

平成２６年９月　市長交際費支出状況

支出の相手方、行事名等支出金額支出日区　分
供花１６,２００円９月１７日弔　慰
名刺印刷代６,８０４円９月１８日その他
国民体育大会・全国障害者スポーツ大会
壮行会（選手８人）

４０,０００円９月２６日餞　別

（４月からの累計　１５１,８１８円）６３,００４円合　計

　年末調整とは、その年に納めるべき所得税額を正しく計算し、それまでに徴収

した税額との過不足額を求め、その差額を徴収または還付（返還）する手続きです。

※年末調整関係書類に案内状を同封しています

 　武雄税務署　緯０９５４（２３）２１２７詳しくは

年末調整説明会（事業者対象）の開催

と　こ　ろ対象地区と　　き
エイブル鹿島、太良１１月１２日（水）１４時～１６時
有明スカイパークふれあい郷大町、江北、白石１１月１３日（木）１４時～１６時
武雄市文化会館武雄、嬉野１１月１９日（水）１４時～１６時
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　県農業公社は、担い手が農地を借

り受けて、農業経営規模の拡大や集

積を図ることで農地の利用効率化を

進めるため、農地の借り受け・貸し

付け希望者を募集しています。

募集締切　　　１２月５日（金）

次回募集予定　平成２７年５月ごろ

※詳しくは県農業公社のホームページ

　をご覧ください。

 　佐賀県農業公社

　　　　　緯０９５２（２６）９５０３

　　　　　http://saga-agri.or.jp

　　　　　市農林水産課農政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

 

恭各種作業の注文をお受けします。

　「農作業」「庭木の剪定」「襖の張替

え」「火災警報器の取り付け」などお

受けします。いろいろな作業につい

て気軽にご相談、ご注文ください。

恭家庭菜園・果樹園などに剪定枝葉

のチップ堆肥はいかがですか。

　剪定した枝葉をチップ化し、それ

にEM菌を混ぜて発酵させました。

『袋詰め』やトラック『バラ積み』

で販売しています。

恭剪定木を割った『まき』を販売し

ています。

　これからの季節に、ぜひどうぞ。

恭刃物研ぎいたします。

と　　き　１１月２０日（木）８時３０分～

※当日ご都合がつかない人は、前日ま

　でにセンターへご持参ください。

恭会員を募集しています。（６０歳以上）

説　明　会　１１月２０日（木）９時３０分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

 　

　　シルバー人材センター

　　緯０９５４（６３）０９７０

農地中間管理事業を
活用ください

詳しくは

小さな仕事もお受けします
シルバー人材センター

問合せ・ご注文

 

　国税庁では、毎年１１月１１日から１７

日までを『税を考える週間』と定め、

税の意義や役割などを『考えて』い

ただけるよう広報・広聴活動を行っ

ています。

　今年は、『税の役割と税務署の仕

事』をテーマとして国税庁のホーム

ページなどで税情報などを紹介して

います。

　ぜひこの機会に、国や地方公共団

体の活動を支える税について『考え

て』みましょう。

※詳しくは国税庁のホームページへ

　『国税庁』で検索ください

 　武雄税務署総務課

　　　　　緯０９５４（２３）２１２７

 

　暮らしやビジネスに役立ち、郷土

の情報満載の『さが県民手帳』を販売

します。平成２７年版のカバーの色は

『グレー』と『赤』の２色です。

価　格　大型７００円（１４．２×９．０ｃｍ）

　　　　小型５５０円（１０．８×７．５ｃｍ）

販売所　胸市役所３階企画財政課

　　　　胸鹿島書房（新町）

　　　　胸積文館書店（西牟田）

 　企画財政課秘書広報係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１４

 

　平成２６年１月からすべての白色

申告者に『記帳・帳簿等の保管』が

義務付けられました。

　そこで、農業所得者など白色申告

者を対象に、説明会を開催します。

と　　き　１１月６日（木）１９時～

と　こ　ろ　市民会館３階大会議室

と　　き　１１月７日（金）１９時～

と　こ　ろ　七浦公民館２階第３研修室

参　加　費　無料

 　税務課課税係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１８

税を考える週間

詳しくは

１冊いかがですか
『さが県民手帳』

詳しくは

確定申告・住民税申告の
記帳説明会の開催

詳しくは

 

　１１月・１２月で６５歳になる人を対象

に、制度説明会を開催します。対象

以外の人でも出席可能です。

と　　き　１１月２０日（木）　１４時～

と　こ　ろ　市民会館１階第４会議室

 　杵藤地区介護保険事務所

　　　　　緯０９５４（６９）８２２２

 

 

　女性のための政策参画セミナーを

開催します。子育てや地域の活動、

職場の中で芽生えた『思い』をみんな

へ伝えていきましょう！（参加無料）

と　こ　ろ　エイブル２階和室

定　　員　各回２０人（先着順）

【第１回】　ワタシの思いを伝える

　　　　　トレーニング

と　　き　１１月１５日（土）１４時～１６時

講　　師　池田宏子さん

　　　　　（佐賀女子短期大学非常勤講師）

【第２回】　みんなで語ろう！未来のまち

と　　き　１１月２２日（土）１４時～１６時

講　　師　上野景三さん

　　　　　（佐賀大学文化教育学部教授）

ゲ　ス　ト　　口久俊さん（鹿島市長）、

　　　　　かしま男女共同参画プラン策定委員ほか

 

　人権・同和対策課

　緯０９５４（６３）２１２６

 

と　　き　１１月２９日（土）１０時３０分～１３時

と　こ　ろ　エスプラッツ（佐賀市）

講　　演　

　潤『リンパ浮腫治療のおさそい』

　　佐賀大学医学部附属病院　渡辺直子看護師

　潤『リンパ浮腫の最新外科治療』

　　東京大学大学院　光嶋勲教授

定　　員　先着２５０人

※往復はがきでご応募ください。

 　

　武雄市武雄町大字富岡１０１６４-３

　リンパ浮腫を学ぶ会事務局

　緯０５０（３６７１）８２０１

介護保険制度説明会

詳しくは

講講習習会会・・教教室室
ワタシの思いが地域

を変える

申込・問合せ先

リンパ浮腫を学ぶ会
開催のご案内

申込・問合せ先

情報掲示板　愚　お知らせ・講習会・教室

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６期の口座振替日は

１　１月２　８日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

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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　若年層で問題になっているデート

DVやインターネット問題をテーマ

に開催します。（入場無料）

と　　き　１１月２４日（振休）

　　　　　１３時３０分～１６時

と　こ　ろ　エイブルホール

定　　員　２００人

講　　師

　潤陣内誠さん

　　（NPO法人ＩＴサポートさが理事）

　潤西山さつきさん

　　（NPO法人レジリエンス副代表）

※一時保育（無料）を希望する人は１１月

　１４日（金）までに申し込みください

 　県DV総合対策センター

　　　　　緯０９５２（２８）１４９２

 

　『血圧が気になる人』、『生活習慣

病を予防したい人』、高血圧につい

て理解を深め、効果的な運動につい

て学習しましょう。

と　　き　１１月２０日（木）９時３０分～１２時

と　こ　ろ　エイブル１階保健センター

内　　容　高血圧予防のための効果

　　　　　的な運動（実技指導）

講　　師　理学療法士

対　　象　高血圧予防に取り組みたい人

定　　員　先着２０人

申込締切　１１月１０日（月）

 　

　保健センター予防係

　緯０９５４（６３）３３７３

 

と　　き　１１月２４日（振休）

　　　　　開場１３時３０分　開演１４時

と　こ　ろ　鹿島公民館

　　　　　市民交流プラザ『かたらい』３階

参　加　費　５００円

講　　師　満岡聰さん

　　　　　（満岡内科消化器科医院院長）

演　　題

　『自分らしく最後まで生ききること』

 

　風のガーデンの会・鹿島　代表久原

　緯０９０（１１９５）４１０２

女性に対する暴力防止
講演会 in鹿島市

詳しくは

高血圧予防教室

申込・問合せ先

風のガーデンの会
講演会のご案内

詳しくは

 

と　　き　１１月２９日（土）１３時～１６時

と　こ　ろ　伊万里市　市民センター

内　　容　陶芸教室、交流会

対　　象　がん患者とその家族（先着３０人）

参　加　費　８００円／人

※交流会のみの参加は３００円／人

申込期限　１１月２１日（金）

 

　佐賀県総合保健協会

　緯０９５２（２７）４６６６

　（月・水・金の１０時～１３時、１４時～１６時）

 

　認知症について、対応の方法など

を分かりやすく説明します。認知症

の人やその家族を温かく見守る『認知

症サポーター』になりませんか。

①と　き　１１月１４日（金）１９時～２０時３０分

　ところ　納富分公民館

②と　き　１１月１９日（水）１３時３０分～１５時

　ところ　エイブルホール

参　加　費　無料

 　地域包括支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

 

　子宮がん・前立腺がんの早期発見

法と最新の治療をテーマにした講演

会です。（入場無料）

と　　き　１１月２２日（土）１３時３０分～１６時

と　こ　ろ　エイブルホール

内　　容　講演、質疑応答、

　　　　　体験コーナーなど

 　嬉野医療センター

　　　　　緯０９５４（４３）１１２０

 

　NPO法人消費生活相談員の会さ

がでは、消費者問題を基礎から学ぶ

消費生活講座を開催します。

と　　き　１１月１５日（土）１０時～１２時

と　こ　ろ　市民会館１階第４会議室

内　　容　相続についての基礎知識

受　講　料　無料

 

　消費生活相談員の会さが

　緯０９５２（９７）７４２３

がん患者・家族集いの会
を開催します

申込・問合せ先

認知症サポーター
養成講座

詳しくは

市民公開講座
今知っておきたい『がん』のこと

詳しくは

くらしに役立つ
消費生活講座 in鹿島

申込・問合せ先

 

　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

週間前までにお申し込みください。

と　　き　１１月１９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

 　

　　保健センター予防係

　　緯０９５４（６３）３３７３

 

と　　き　１１月２０日（木）１０時～１２時

と　こ　ろ　市民交流プラザ『かたらい』

　　　　　４階多目的室（ピオ旧４階）

資　料　代　３００円

託　児　料　２００円（おやつ代含む）

 　鹿島友の会　総リーダー中島

　　　　　緯０９５４（６３）３０７１

 

と　　き　１２月６日（土）１３時～１７時

と　こ　ろ　佐賀市民会館第一会議室

受　講　料　無料

申込方法　電話による受け付け（定員５０人）

※当日無料相談を行います

 

　成年後見センター・リーガルサポート佐賀支部

　緯０９５２（２９）０６２６

 

 

　女性をめぐるさまざまな人権問題

についての相談を受け付けます。秘

密は固く守られますので、お気軽に

ご相談ください。

と　　き　１１月１７日（月）～２３日（祝）

　　　　　月～金　８時３０分～１９時

　　　　　土・祝　１０時～１７時

電話番号　０５７０（０７０）８１０

相談担当　人権擁護委員、法務局職員

 　佐賀地方法務局人権擁護課

　　　　　緯０９５２（２６）２１９５

食改さんの料理教室

申込・問合せ先

家事家計講習会

詳しくは

司法書士による
成年後見制度入門講座

詳しくは

相相 談談
全国一斉『女性の人権
ホットライン』強化週間

詳しくは

情報掲示板　愚　講習会・教室・相談
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　神経難病と診断された人や転びや

すくなった、声が出にくいなどでお

悩みの人の医療に関する相談を受け

ています。（予約が必要です）

と　　き　１１月２５日（火）１５時～１６時３０分

と　こ　ろ　保健センター

相　談　医　沖田光紀さん

　　　　　（白石共立病院　神経内科医）

申込締切　１１月１８日（火）まで

 

　杵藤保健福祉事務所難病担当

　緯０９５４（２２）２１０５

 

 

と　　き　１１月２９日（土）８時３０分集合

　　　　　～１６時解散予定

集合場所　鹿島市陸上競技場　駐車場

定　　員　４０人（先着）

申込締切　１１月２４日（振休）

参　加　料　一　般　　１,５００円

　　　　　会　員　　１,０００円

　　　　　※保険料・入園料込み

準　　備　ハイキングできる服装、

　　　　　弁当、飲み物、タオル

 

　　スポーツライフ・鹿島事務局

　　（鹿島市体育協会内）

　　緯０９５４（６２）３３７９

 

　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　１２月～平成２７年２月

募集締切　１１月３０日（日）

 

　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/

難病医療相談

申込・問合せ先

募募 集集
四季めぐりウォーキング
紅葉の大興善寺を訪ねて

申込・問合せ先

『九州エコライフポイント』
節電の冬期参加者募集

申込・問合せ先

 

　詳しくはお問い合わせください。

対　象　者　求職者

入　所　日　平成２７年１月６日（火）

訓練期間　６カ月

受　講　料　無料（一部テキスト代等を要す）

申　込　先　ハローワーク鹿島

締　　切　１２月２日（火）

 　ポリテクセンター佐賀

　　　　　緯０９５２（２６）９５１６

 

 

　祐徳名物の１０種類の丼を１杯

１００円で提供します。１,０００杯

限定ですので、お早めに！

と　　き　１１月８日（土）、９日（日）

　　　　　１１時～１５時

と　こ　ろ　祐徳門前商店街

※祐徳名物が当たる抽選会も開催！

 　商工観光課商工労政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

携帯電話からQRコード

読み取りで簡単アクセス葛

 

と　　き　１１月３０日（日）　雨天決行

　　　　　８時３０分受付　１０時スタート

駅伝コース　中木庭ダム市道折り返しコース

　　　　　７区間１５km

申込締切　１１月１４日（金）

参　加　費　１チーム　３,０００円

チーム編成　１チーム１０人以内

 

　　能古見地区体育協会事務局

　　（のごみふれあい楽習館）

　　緯０９５４（６２）３３７３

平成２７年１月期
職業訓練受講生募集

詳しくは

イイベベンントト

祐徳どんぶりフェア

詳しくは

中木庭ダム駅伝大会

申込・問合せ先

 

怯鹿島の食材でおもてなし

内　　容　鹿島の食材を使った料理

　　　　　の試食（限定５００食）

と　　き　１２月７日（日）１１時３０分～１６時

と　こ　ろ　祐徳門前商店街日の出屋

怯産業紹介展

内　　容　鹿島の産業、工芸品等の紹介

と　　き　１２月７日（日）１０時～１７時

　　　　　１２月８日（月）１０時～２２時

と　こ　ろ　祐徳門前商店街日の出屋

怯企業巡りバスツアー

内　　容　小学生対象の市内企業見学

と　　き　１２月８日（月）８時３０分～１７時

と　こ　ろ　市内７事業所

 　鹿島市産業まつり実行委員会

　　　　　（市農商工連携推進室）

　　　　　緯０９５４（６３）３４１１

 

　ハンディがあるなしにかかわらず、

ともに生きる社会への共感の輪が広

がることを願うぬくもりにあふれた

コンサートをぜひご覧ください。

と　　き　１１月１６日（日）

　　　　　１３時開場　１３時３０分開演

と　こ　ろ　市民会館　大ホール

内　　容　

　胸地元障がい児者による笑顔いっ

　　ぱいのステージ

　胸礒村靖幸ピアノコンサート

入　場　料　５００円（高校生以下無料）

 　ViViD会事務局

　　　　　（鹿島福祉作業所）

　　　　　緯０９５４（６３）５２８３

 

　屋台や、楽しい催しものをそろえ

て、皆さんをお待ちしています。

と　　き　１１月９日（日）

　　　　　９時３０分～１２時３０分

と　こ　ろ　志田病院リハビリセンター

内　　容毅東部中学校吹奏楽部演奏

　　　　毅音楽療法（大野真由美さん）

　　　　毅踊り（施設利用者の皆さん）

　　　　毅作品展示

　　　　毅餅つき　ほか

 　志田病院文化祭実行委員会

　　　　　緯０９５４（６３）１２３６

鹿島市産業まつり

詳しくは

はあとふる
ひだまりコンサート

詳しくは

志田病院　文化祭

詳しくは

情報掲示板　愚　相談・募集・イベント

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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　地区内外の交流を深めようと七浦

産農水産物のＰＲを兼ねて、恒例の

大収穫祭を開催します。道の駅の

サービス企画もあります。

と　　き　１１月２３日（祝）１０時～１４時

と　こ　ろ　道の駅鹿島

内　　容　

　喰もちつき喰農水産物販売喰わら

　じ制作実演喰手すきのり体験喰

　味わう会（食券５００円）喰お楽しみ

　抽選会喰園児出し物など

同時開催　七浦趣味の会発表会

 　七浦公民館

　　　　　緯０９５４（６２）８３２５

 

　秋風吹く七浦の里をのんびり健康

ウォーク、おいしい空気と甘いみか

んを満喫してください。

と　　き　１１月２日（日）受付９時～

　　　　　※雨天時は３日（祝）に延期

と　こ　ろ　道の駅鹿島　発着

　　　　　約１２㎞のコースです

内　　容　みかん狩り、芋掘り体験、

　　　　　お楽しみ抽選会など

持　参　品　弁当、健康保険証（コピー可）

参　加　費　一　般　　　５００円（保険料含）

　　　　　中学生以下　２００円（保険料含）

そ　の　他　参加者全員に記念品あり

 　同実行委員会　馬郡

　　　　　緯０９５４（６２）８９４４

 

　箏演奏家の永池あかりさんのコン

サート（ソプラノ歌手と尺八奏者と

の共演）です。ぜひお越しください。

と　　き　１１月８日（土）

　　　　　開場１３時３０分　開演１４時

と　こ　ろ　エイブルホール

入　場　料　１,５００円（全席自由）

 

　鹿島邦楽を楽しむ会事務局　永池

　緯０９５４（６３）６７４３

七浦の里　大収穫祭

詳しくは

オレンジロード
のんびりウォーク

詳しくは

永池あかり箏コンサート

詳しくは

 

　多彩なイベントを用意してお待ち

しています。（小雨決行）

と　　き　１１月１６日（日）１０時～

と　こ　ろ　中木庭ダムやまびこ広場周辺

入　　場　無料

イベント

　潤佐賀牛ステーキ肉を食らオ～

　　《引換チケット発売中！》

　潤銘酒『能古見』試飲会

　潤郷土芸能などの出し物

　潤体験、飲食コーナー

　潤おたのしみ抽選会　など

 　

　のごみふれあい楽習館

　緯０９５４（６２）３３７３

 

と　　き　１１月２３日（祝）

　　　　　開場９時　開演９時３０分

と　こ　ろ　市民会館大ホール

入　場　料　１,０００円（全席自由）

内　　容

　永井裕子・吉岡ちさと（演歌）

　ギターアンサンブル・日本舞踊ほか

　《司会》よしのがり牟田

　（NBCラジオパーソナリティ）

 　吉岡

　　　　　緯０９５４（６２）９６１０

晩秋の中木庭ダム
フェスタinのごみ

申込・問合せ先

ふるさと芸能まつり

詳しくは

 

　古典園芸の最高峰で、素朴で気品

ある寒蘭の展示会を開催します。

　市民の皆さんの出品とご来場をお

待ちしています。※入場無料

と　　き　

【一次展】　１１月８日（土）、９日（日）

【二次展】　１１月２２日（土）、２３日（祝）

時　　間　土曜日　１１時～１７時

　　　　　日曜・祝　９時～１５時

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社参集殿

そ　の　他　初心者向けの肥培管理の

　　　　　相談をお受けします

 　肥前寒蘭会　古賀

　　　　　緯０９５４（６２）０５４５

 

　どなたでも参加できる囲碁大会で

す。賞品もあります。ぜひお越しく

ださい。

と　　き　１１月２３日（祝）９時～

と　こ　ろ　市民交流プラザ『かたらい』

参　加　料　２,０００円（弁当付）

　　　　　※小学生は１,０００円

申込方法　１１月２１日（金）までに事務

　　　　　局へ電話で申し込む

 　同大会事務局　藤永

　　　　　緯０９５４（６２）６３１３

肥前寒蘭展示会

詳しくは

『碁聖』寛蓮
鹿島囲碁大会

詳しくは

情報掲示板　愚　イベント

早稲田大学　入江研究室　鹿島学研究報告会

　鹿島に惚れた早稲田大学理工学部の入江

教授と学生の皆さんが、４年間の『鹿島』研

究の成果を報告されます。私たちが気づか

ない『鹿島』の発見やまちづくりのヒントが

満載です！ぜひお越しください。

　と　　き　１１月７日（金）

　　　　　　開場１８時３０分　開始１９時

　と　こ　ろ　エイブル

　発　表　者　入江正之教授、学生６人

 　早稲田大学鹿島分室　西村

　　　　　緯０９０（７５３０）９２８８

詳しくは

　空き店舗などを活用した新規出

店を支援しています。

 　商工観光課商工労政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

詳しくは

澗

監

環

看

潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅

潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅

甘
甘
甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘
甘
甘

佐賀いのちの電話　緯０９５２（３４）４３４３（２４時間）
夜間相談電話　　　緯０１２０（４００）３３７（毎日１時～７時）
全国一斉相談電話　緯０１２０（７３８）５５６（毎月１０日８時～１１日８時）

佐賀いのちの電話　～ひとりで悩まないで電話してください～



24 Ｈ２６(２０１４).１１.1　広報かしま

１１月は食育月間で１１月は食育月間ですす

　実りの秋、おいしい食材が増える季節、旬の野菜

を食べていますか？１日に必要な野菜の摂取量は

３５０ｇ以上と言われています。

　旬の野菜や果物を食べてビタミン・ミネラル・食

物繊維をとり、病気に負けない元気な体を作りま

しょう。
 　鹿島市保健センター

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

　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。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　１１月８日（土）　受付９時～１０時

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

　１１月８日～１４日は８０２０運動推進週間

　『８０２０（ハチ・マル・二イ・マル）運動』は、「８０歳

になっても自分の歯を２０本以上保とう」という運動

で、生涯にわたり自分の歯でものを噛むことを意味し

ます。

　近年『８０２０』を達成している高齢者は増加していま

すが、高齢者全体が増えていますので達成していない

高齢者も増加傾向にあります。

　この機会に歯の健康について見直してみましょう！

６６５５歳以上の人のインフ歳以上の人のインフルルエンザ予防接種についエンザ予防接種についてて

　県内のインフルエンザ予防接種実施医療機関で受ける

ことができます。希望する人は、接種を希望する日の

１週間前までに直接医療機関へお申し込みください。

対　象　者　６５歳以上で希望する人

期　　間　１２月３１日まで

　　　　　※医療機関によって異なる場合があります

接種回数　１回

自己負担金　１,３００円（医療機関の窓口支払い）

　　　　　※生活保護世帯の人は無料

持　参　品　毅健康保険証（住所や生年月日の確認のため）

　　　　　毅健康手帳またはおくすりノート

　　　　　　　　　　　　　　　　　（済証を貼ります）

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

　１２月３１日までに市内の実施医療機関と谷口医院

（嬉野市）以外のかかりつけ医で接種した人は、申請によ

り助成額分を払い戻しします。

　持参品を用意のうえ手続きにお越しください。

助成回数　１３歳未満：２回、　１３歳以上：１回

申請場所　エイブル１階保健センター

申請期限　平成２７年３月３１日（火）

持　参　品　領収書、印鑑、通帳、

　　　　　接種済証、母子健康手帳のいずれか

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８０２０運動を知っていますか８０２０運動を知っていますか？？
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　５～６月に実施したがん検診申込書により申し込んだ

人に受診票を郵送しています。

　新たに希望する人はご連絡ください。

　市民税非課税世帯・生活保護世帯の人、後期高齢者医

療制度被保険者の自己負担金は無料です。

ところ　保健センター（エイブル１階）

潤受診希望者は、保健センターまで申し込んでください。

潤１１月２６日（水）は、９月・１０月のがんセット検診で受診

　できなかった人向けです。予約が必要です。

 　保健センター　緯０９５４（６３）３３７３申込先

怯がんセット検診日程（要予約）

がん検診を受けましょがん検診を受けましょうう

胃がん検診
【対　象】４０歳以上

【内　容】

バリウムを飲み

レントゲン撮影

【自己負担金】

１,０００円

肺がん検診
【対　象】４０歳以上

【内　容】

①胸部レントゲン撮影

②痰検査（問診で必要な人のみ）

【自己負担金】

①３００円②７００円

大腸がん検診
【対　象】４０歳以上

【内　容】

便の潜血検査

※受診当日に容器を配布

【自己負担金】

６００円

前立腺がん検診
【対　象】５０～７３歳の

　　　  男性

【内　容】

血液検査

【自己負担金】

７００円

検　診　内　容月　日検　診　内　容月　日

★大腸がん検診のみ実施

　　受付９時～１０時

１１月２０日

（木）

★胃がん検診のみ実施

　　受付９時～１０時

１１月７日

（金）

★胃がん・肺がん・大腸がん・前立腺がん検診実施

　　受付８時３０分～１０時３０分

１１月２６日

（水）

★肺がん検診のみ実施

　　受付９時～１０時

１１月１４日

（金）

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。

対　象　区月　日

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）

子宮頸 子宮頸 がん・乳がん検診を実施していまがん・乳がん検診を実施していますす
しきゅうけい
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怯予防接種

怯乳幼児の健康診査　エイブル１階保健センターで実施（受付時間１３時１０分～１３時３０分）

１１月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成２３年４月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票、尿
内　容　身体測定、育児相談、尿・目・耳の検査
　　　　歯科・耳鼻科・小児科医の診察

１３日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２５年４月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票
内　容　身体測定、育児相談、歯科診察、
　　　　　　　　小児科医の診察、　フッ化物塗布（希望者のみ）

２７日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２６年７月生まれ
持参品　母子健康手帳
内　容　身体測定、育児相談、
　　　　　　　　小児科医の診察 

２６日（水）

乳幼児の健康診査や予防接種などの問合せ先

保健センター予防係　緯０９５４（６３）３３７３

・予防接種は県内の医療機関での個別接種です。医療機関に直接お申し込みください。
・予防接種を受ける際には、保護者同伴が原則です。特段の理由で同伴することができない場合で、お
　子さんの健康状態をよく知っている親族（祖父母など）が同伴する場合には『委任状』が必要になります。
・『委任状』は保健センターや市内の実施医療機関にありますので、記入して持っていきましょう。

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。

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　２回接種

　　　　　１期追加　１回接種

　　　　　２期　　　１回接種

水痘（水ぼうそう）予防接種
対象者　生後１２カ月～３６カ月未満の子ども

　　　　（今年度に限り、生後３６カ月～６０カ月未満の

　　　　子どもも対象とし、１回接種できます）

接種回数　煙初回　１回接種

　　　　煙追加　１回接種

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。

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）

接種回数　１回

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期初回　３回接種

　　　　煙１期追加　１回接種

ＢＣＧ
　対象者　生後3カ月から１歳未満の子ども

　接種回数　１回

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期初回　３回接種

　　　　煙１期追加　１回接種

　平成１７～２１年度の間に接種できなかった人へ

　次の対象者は、不足分の接種を受けることができます。

（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

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３回、追加接種１回、

　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２回、

　追加接種１回、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。
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

　接種回数　接種開始年齢で回数が異なります
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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
※都合が付かない人は
　ご連絡ください

５５・・１１２２・・１１９９日（水日（水））

　　子育てサークル 　　子育てひろば『わ・わ・わ　ぽっと』

　『子育てひろば』は市民交流プラザ『か

たらい』への移転に伴って、

子育てひろば『わ・わ・わ　ぽっと』

に生まれ変わり、市民交流プラザ『かた

らい』４階に常設されます。土・日も開

館していますので、皆さんぜひ遊びに来

てくださいね竃

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（市民交流プラザ『かたらい』４階）　緯（６３）０８７４

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

　夜間の小児救急医療が毎日行われています。対象年齢は１５歳以下となっています。

　建おくすりノートを持っていきましょう

　診療時間　１９時～２１時

　診療場所　（１）月・木・金・土・日および１月１日～１月３日

　　　　　　　　南部地区小児時間外診療センター（武雄地区休日急患センター）

　　　　　　　　武雄市武雄町大字昭和３００　緯０９５４（２２）５５９９

　　　　　　（２）火曜日の小児救急在宅医（１１月）

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

　　　　　　　　　在宅医へ電話で確認してください。

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

　　　　　　（３）水曜日　※１月１日～３日を除く

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

電　話　番　号所　在　地在　宅　医日　付

０９５４（６３）３３０９鹿島市　中牟田稗田産婦人科４日（火）

０９５４（６７）００１６太良町町立太良病院１１日（火）

０９５４（４３）２１１１嬉野市　嬉野町田中医院１８日（火）

０９５４（４３）０７２５嬉野市　嬉野町森医院２５日（火）

怯夜間の小児救急医療

　診療時間　９時～１７時

　診療場所　鹿島市休日こどもクリニック（高津原）　緯０９５４（６３）１８３８

怯休日昼間の小児救急医療

赤ちゃん相赤ちゃん相談談

受付　１３：３０～１４：３０
内容　身体計測・健康相談
対象　赤ちゃんと保護者
※来月は１２月１７日（水）です。

１１９９日（水日（水））
２ヵ月児相２ヵ月児相談談

受付　１３：３０～１３：５０
内容　体重測定・個別相談
対象　平成２６年９月生まれ

２２００日（木日（木））
離乳食教離乳食教室室

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

１１１１日（火日（火））

※市民交流プラザ『かたらい』４階での、

　子育てひろば『わ・わ・わ　ぽっと』開設

　のため、しばらくの間、のびのびサークル、

　よちよちサークルはお休みします。

※再開時期等は、広報かしまにてお知らせ

　します。

育 児 相育 児 相 談談
休館日（火・祝日、年末年始）を除休館日（火・祝日、年末年始）を除くく

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　市民交流プラ市民交流プラザザ『かたらい』４『かたらい』４階階
　　　子育て支援セ子育て支援センンターター

幼児食教幼児食教室室

受付　１０：００～１０：３０
内容　幼児食指導・試食等
対象　１歳半～就学前児と
　　　　　保護者（先着１０組）
締切　１１月２５日（火）

２２８８日（金日（金））
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広報かしま原稿締切日

１月号１２月号
１１月２８日１０月３０日

１（土）～３（祝）　鹿島市文化祭　　　　　　　　エイブルほか

２（日）～３（祝）　琴路神社秋祭り　　　　琴路神社～新宮神社

６日（木）　市内小学校音楽会　市民会館ホール　１３時５０分～

８（土）～９（日）　祐徳どんぶりフェア・・・・・・・・［２２ページ参照］

９日（日）　肥前浜宿　秋の蔵々まつり　　　肥前浜宿ほか

９日（日）　消防車庫点検　　　各消防車庫　８時３０分～

２３日（祝）　七浦の里大収穫祭・・・・・・・・・・［２３ページ参照］

２７日（木）　肥前浜宿まちなみ活用委員会

　　　　　　　　　　　　継場（八宿）　１９時３０分～２１時

３０日（日）　スギテツ　クラシックで遊ぶ愉快なコンサート

　　　　　　　　　　　　　　　　　　［１８ページ参照］

愚無料法律相談（市民優先）　市民会館１階

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

　２７日（木）　受付９時３０分～１０時３０分（先着６人）　１０時開始

愚人権相談　市民会館２階和室

　６日（木）　１０時～１５時

愚成人健康相談　保健センター

　５日（水）　９時３０分～１０時３０分

愚土地・建物に関する無料相談　市民会館１階サロン

　２５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

　１０・１７日（月）、７・１４・２１・２８日（金）

　　９時３０分～１２時、１３時～１６時

愚無料出張金融相談　鹿島商工会議所緯（６３）３２３１

　１４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

　９日（日）　１０時～１５時

愚こころの健康相談（臨床心理士　対応）

　１２日（水）　　９時３０分～１２時　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

　２５日（火）　１０時～１６時　要予約

　ＮＰＯ法人　それいゆ　緯０９０（６２９６）７５５０

愚厚生年金・国民年金相談　市民会館１階サロン

　４・１８日（火）　１０時～１２時、１３時～１５時　要予約

　市民課緯（６３）２１１７

愚行政・人権・心配ごと相談　市民交流プラザ『かたらい』３階

　１２・２６日（水）　１０時～１２時、　１３時～１５時

愚福祉介護電話相談　社会福祉協議会緯（６２）２４４７

　月曜日～金曜日　９時～１７時

（１１月分）
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
植松建設　　　　　　緯（６２）３５２６
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

　１日（土）
　２日（日）
　３日（祝）
　８日（土）
　９日（日）
１５日（土）
１６日（日）
２２日（土）
２３日（祝）
２４日（振休）
２９日（土）
３０日（日）

１・８・１５・２２・２９日（土）、
２・９・１６・３０日（日）、
３日（祝）、２３日（祝）、２４日（振休）

市役所
保健センター

１０・１７日（月）、
４・２５日（火）、２７日（木）

市民図書館

１０・１７日（月）、
４・２５日（火）

生涯学習センター
（エイブル）

４・１１・１８・２５日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

１０・１７日（月）、
４・２５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２７ページをご覧ください。

当番薬局在宅当番医日
アルバ薬局犬塚病院　緯（６３）２５３８２日（日）
西牟田薬局吉田病院　緯（６２）３２０３３日（祝）
アルナ鹿島店納富病院　緯（６３）１１１７９日（日）
北鹿島薬局森田医院　緯（６３）３９５６１６日（日）
ミズスカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５２３日（祝）
オダ薬局田中医院　緯（６３）４０８０２４日（振休）
前山薬局西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０３０日（日）


