
№１０８２

～目 次～目　次～～
愚愚香取市友好事業『伊能大図パネル展香取市友好事業『伊能大図パネル展』』・・・・・・・・・・・・２２
愚愚文化・スポーツの結文化・スポーツの結果果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３
愚愚災害に備え災害に備えてて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４～～５５
愚愚鹿鹿島島・・藤津地区衛生施設組合からのお知ら藤津地区衛生施設組合からのお知らせせ・・・・６６
愚愚平成２８年度下半期予算執行状況平成２８年度下半期予算執行状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７７
愚愚第第３３３３回鹿島ガタリンピッ回鹿島ガタリンピックク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８８
愚愚情報掲示板ワイ情報掲示板ワイドド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９９～～１３１３
愚愚６６月くらしのカレンダ月くらしのカレンダーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４１４～～１５１５
愚愚情報掲示板ワイ情報掲示板ワイドド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６１６～～１７１７
愚愚こんなとき、このひとこと ほこんなとき、このひとこと　ほかか・・・・・・・・１８・・・・・・・・１８
愚愚トピックトピックスス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９１９
愚愚今すぐやろう温暖化対策 ほ今すぐやろう温暖化対策　ほかか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０２０
愚愚エイブルに行ってみよエイブルに行ってみようう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１２１
愚愚６６月の健月の健康康・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２２２～～２３２３
愚愚情報掲示情報掲示板板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４２４～～２７２７
愚愚市民体育大会（体育祭の部）結市民体育大会（体育祭の部）結果果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８２８

　５月２５月２１１日、市陸上競技場で第６日、市陸上競技場で第６２２回市民体育回市民体育

大大会会（体育祭の部（体育祭の部））が開催され、約２,０００人のが開催され、約２,０００人の参参

加者が、さまざまな競技で熱戦を繰り広げました加者が、さまざまな競技で熱戦を繰り広げました。。

今年は、総合リレー、綱引き、消防団リレーなど　今年は、総合リレー、綱引き、消防団リレーなど、、

たくさんの競技で１位を獲得した古枝地区が優たくさんの競技で１位を獲得した古枝地区が優勝勝

を飾りましたを飾りました。。（写真は男女混合綱引き（写真は男女混合綱引き））

※裏表紙に関連記事がありま　　　　　　　　※裏表紙に関連記事がありますす

写写真真
市民体育大市民体育大会会
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伊能図を『歩いてみよう！』『聞いてみよう！』『作ってみよう！伊能図を『歩いてみよう！』『聞いてみよう！』『作ってみよう！』』

伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル伊能大図パネル展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展

鹿島市と千葉県香取市の両市は、平成２８年４月２３日に友好都市協定を締結しました　鹿島市と千葉県香取市の両市は、平成２８年４月２３日に友好都市協定を締結しました。。

今年は伊能忠敬没２００年であり、記念事業として、香取市から友好都市である鹿島市に、伊能大図　今年は伊能忠敬没２００年であり、記念事業として、香取市から友好都市である鹿島市に、伊能大図のの

九州地区のパネルが派遣されることになり、今回のパネル展が実現しました九州地区のパネルが派遣されることになり、今回のパネル展が実現しました。。

香取市友好事香取市友好事業業　伊能忠敬翁没２００年記伊能忠敬翁没２００年記念念

～伊能忠敬でつながる鹿島と香取の不思議な縁～伊能忠敬でつながる鹿島と香取の不思議な縁～～

とと　　きき　６６月１７月１７日日（土）～１８日（日（土）～１８日（日））９時９時～１７時～１７時

と こと　こ　ろろ　鹿島市民体育鹿島市民体育館館

内内　　　　容容　
　蕎蕎伊伊能大能大図図（九州地区（九州地区））パネル展パネル展

　蕎蕎江江戸～明治時代の測量器具展戸～明治時代の測量器具展示示

　【【６６月１７月１７日日（土）（土）】】

　蕎蕎香香取市長メッセージ伝達取市長メッセージ伝達式式 １３時３０分～　１３時３０分～

　蕎蕎伊伊能忠敬講演能忠敬講演会会 １３時４０分　１３時４０分～～
　　　講師 伊能忠敬記念館学芸員 山口眞輝さ講師　伊能忠敬記念館学芸員　山口眞輝さんん

　【【６６月１８月１８日日（日）（日）】】

　蕎蕎伊伊能忠敬の測量能忠敬の測量体体験験（１時間程度（１時間程度））
伊能忠敬が自ら発明した方位磁石が付いている杖『ワンカラシン』など　　　伊能忠敬が自ら発明した方位磁石が付いている杖『ワンカラシン』など、、

当時の測量器具を実際に使った体験学習です　　当時の測量器具を実際に使った体験学習です。。

　　時時　間間　[[１回目１回目］］１０１０時時～ ［２回目～　［２回目］］１４１４時時～～

　　定定　員員　各回２４各回２４人人（先着）（先着）

　　対対　象象　小学５年生以小学５年生以上上

　　申申　込込　６月５６月５日日（月）（月）～～

伊能大図パネルとは
　伊能忠敬が作成した最大の地図であ

る『大図』を原寸複製で樹脂パネルに

印刷したものです。地図の印刷面はラ

ミネート加工によりフィルムで保護し

てあるため、パネルの上を歩きながら

眺めることができます。

　今回展示する九州地区の伊能大図は

南北２１ｍ×東西１２ｍの広さがあ

ります。

 　

　生涯学習課社会教育・文化生涯学習課社会教育・文化係係

　緯緯０９５４（６３）２１２０９５４（６３）２１２５５

申込・問合せ先

入場
無料

　香取市は、鹿島鍋島藩の初代藩主鍋島忠茂公ゆかりの地であり、重要伝統的建

造物群保存地区があるという共通点があります。

　日本で初めて正確な日本地図を作成した伊能忠敬が、測量のために鹿島を訪れ

てから２００年にあたる平成２４年に記念事業を行い、伊能家があった香取市から市

長が来鹿。両市の間で『まちづくり連携協定』を締結しました。平成２８年４月に

結ばれた『友好都市協定』は、それを発展させて、教育・文化・産業など、さま

ざまな分野でさらに交流を深めていくことが目的です。

興香取市との交流　
　潤平成２４年１０月　伊能忠敬来鹿２００年事業に香取市長が来鹿し、『まちづくり連携協定』を締結

　潤平成２４年１２月　伊能忠敬来鹿２００年事業の一環で、鹿島市の子どもたちが香取市を訪問

　潤平成２６年５月　香取市の子どもたちがガタリンピックに参加し、七浦小の児童と交流

　潤平成２６年１０月　鹿島市制６０周年記念式典に香取市教育長が出席

　潤平成２７年７月　鹿島市の子どもたちが香取市を訪問し、佐原の大祭に参加

　潤平成２８年４月　香取市で『友好都市協定・災害時相互応援協定』を締結

　潤平成２８年６月　香取市の子どもたちがガタリンピックに参加し、浜小の児童と交流
　　　　　　　　　道の駅鹿島に香取市特産品コーナーを設置

　潤平成２９年４月　香取市『佐原の山車行事』ユネスコ無形文化遺産登録記念行事に鹿島市副市長・副議長が出席

千千千千千千千千千千葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉県県県県県県県県県県香香香香香香香香香香取取取取取取取取取取市市市市市市市市市市ととととととととととのののののののののの友友友友友友友友友友好好好好好好好好好好都都都都都都都都都都市市市市市市市市市市協協協協協協協協協協千葉県香取市との友好都市協定定定定定定定定定定定
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文化・スポーツの結果

　文化・スポーツの活動で、優秀な成績を収めた個人と団体の大会結果をお知らせします。皆さんおめでとうご

ざいます！　※学年は受賞・入賞された年度での表記です　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略、順不同）

文文化化・・スポーツの結スポーツの結果果お知
らせ
！

　今年で３３回を迎える『鹿島ドリームシップ』では、これまで約２,３００人の卒業生が沖縄や北海道を舞台に、

現地でしかできない貴重な経験をして、現在それぞれの分野で活躍しています。今回の研修地は沖縄です。学校・

学年の枠を越えて一緒に美ら海の風を感じてくれるクルー（団員）を募集します。

と　　き　８月２５日（金）～２７日（日）［２泊３日］

募集人数　小学４年生～中学３年生　４０人程度

活動内容　平和学習、郷土体験、海洋研修（バナナボート）　など

　　　　　※研修の前後に事前研修（３回）、研修報告会を予定

申込方法　学校にある申込書に必要事項を記入して提出してください

申込期限　６月１４日（水）

※子ども会行事や部活等との調整については、お気軽にご相談ください

 　生涯学習課　緯０９５４（６３）２１２５申込・問合せ先

鹿島ドリームシップ　 クルー（団員）募集 ！

寓寓南の島特有の南の島特有の木木『ガジュマル『ガジュマル』』（（昨年の様子昨年の様子））

皐JA全中主催第４１回『ごはん・お米とわたし』作文・図画コンクール

　【作文部門１部】

　　優秀賞　岩本　真愛（明倫小２年）

　　題名『お父さんの作るおいしいお米』

皐第５３回全国児童才能開発コンテスト

　【科学部門】

　　全国都道府県教育委員協議会会長賞

　　　　　　高取　杏奈（鹿島小４年）

　　　　　　題名『ウミホタルの研究』

皐『家族だんらん２０１６』食育標語コンクール

　　優秀賞　島　青葉（鹿島小１年）

　　作品『おいしいな　ごはんのおふとん　さがののり』

皐第１０回いじめ防止標語コンテスト

　　優秀賞　中尾　茉絢（北鹿島小１年）

　　作品『ひらけごま　こころとこころをひらけば
　　　　　　　　　　　　　　　　　みんなともだち』

皐ジュニアテニストーナメントマスターズ大会　U１０女子シングルス

　開　催　日　３月２０日（唐津市松浦河畔公園庭球場）

　　優勝　田浦　天華（古枝小３年）

皐アジア選手権（レスリング）

　開　催　日　５月１０日～１４日（インド　ニューデリー）

　【男子フリースタイル　７０kg級】

　　３位　中村　百次郎（日本体育大学助手）

　　　　　※鹿島実高出身

皐第２回九州中学選抜卓球大会

　開　催　日　４月２３日（熊本県　玉名市総合体育館）

　【個人戦】

　　優勝　本村　凜子（西部中３年）

　※２月の第１７回全九州卓球選手権大会に続き、

　　九州規模の大会で２連覇

皐第３１回九州レスリング選手権大会

　開　催　日　４月２９日・３０日（鹿児島県　日置市）

　【小学５・６年の部　３５kg級】

　　優勝　松原　拓郎（北鹿島小５年）

　【小学５・６年の部　２９kg級】

　　２位　宇野　耀（北鹿島小５年）

　【小学３・４年の部　３１kg級】

　　２位　田中　秀虎（北鹿島小４年）

平成２８年度　受賞・入賞 平成２９年度　受賞・入賞
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災災害 害 にに備 備 え てえ て

　１時間に１５ミリ以上または連続して１００ミリ以上の大雨が降れば、土砂災害、水災害への注意が必要です。

　特に、梅雨の終わりごろになると、地面に水がしみ込みにくくなっています。日ごろから、強い雨や弱くとも

１時間以上の長雨の際には土砂災害に対する意識が必要です。

胸雨の降り方に注意しましょう

　雨の強さと感じ方

　土砂災害の前兆現象

＜がけ崩れ＞ ＜土石流＞ ＜地すべり＞

自分が必要な物を、自分が持ち出せる量で、備えておきましょう！

【重さの目安】　成人男性　１５kg、　成人女性　１０kg

胸非常時の持出品

栢必需品

　轄ラジオ　　　轄懐中電灯

　轄予備の電池　轄携帯電話

　轄軍手　　　　轄ローソク

　轄ロープ（５m）

　轄ライター

栢貴重品

　轄預金通帳　　轄免許証

　轄健康保険証　轄印鑑

　轄現金（小銭も）

　轄診察券

　轄家族の写真、記録、連絡先

栢非常食品

　轄飲料水　　轄乾パンなど

　轄インスタント食品

　轄栄養補助食品

栢生活用品

　轄衣類　　　轄レインコート

　轄スリッパ　轄ポリ袋

　轄タオル

　轄レジャーシート

　轄生理用品

　轄石鹸・歯ブラシ

　轄食品用ラップ

栢応急医薬品

　轄常備薬　　轄救急セット

　轄ポケットティッシュ

　轄ウエットティッシュ

栢その他

　轄ベビー用品

　轄防災ずきん・ヘルメット

　轄筆記用具

防　災　特　集
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胸避難時の心得

毅車での避難は、歩行

　者や緊急車両の通行

　の妨げとなるので使

　用を避けてください。

毅豪雨時には、防災行

　政無線や屋内放送、

　広報車による避難勧

　告などに注意してお

　きましょう。

毅動きやすい服装で、軍手をはめ、ヘル

　メットなど頭部を保護するものを着用

　します。履き物は、長靴よりもひもで

　しめられる運動靴にしましょう。レイ

　ンコートは、上下分かれているタイプ

　が良いでしょう。

毅切れた電線のそばなど、危険な場所

　には近寄らないようにしましょう。

津
波

地
震

台
風

大
雨

収容可
能人数

名　称地
区

津
波

地
震

台
風

大
雨

収容可
能人数

名　称地
区

○○○○２５０人古枝小学校

古

枝

○○○○２９０人市民武道館

鹿
　
　
　
　
島

○○○○７０人林業センター（古枝公民館）○○６０人田澤記念館

○○○○３９０人林業体育館○○２３０人六洲荘

○○２３０人祐徳稲荷神社参集殿○○○○６７０人鹿島高等学校

○○○○４００人臥竜ヶ岡体育館

浜

○○○○６７０人鹿島実業高等学校

○○○○６９０人東部中学校○○○○７９０人市民交流プラザかたらい

○○○○２５０人浜小学校○○○○４０人市民球場

○○２０人五ノ宮神社

北

鹿

島

○○１２０人鹿島商工会議所

○○○４８０人北鹿島体育館○○○○４２０人鹿島小学校

○○○６０人北鹿島公民館○○○○６３０人市民体育館

○○○２５０人北鹿島小学校○○○○１,０００人西部中学校

○５０人圓徳寺

七
　
　
　
浦

○○○○２２０人市民会館

○○１１０人漁村センター（七浦公民館）○○○○４２０人生涯学習センターエイブル

○○○○２９０人七浦小学校○○３３０人ＪＡさが鹿島支所

○１２０人ＪＡさが七浦支所○○○○４３０人明倫小学校

○○３００人七浦海浜スポーツ公園体育館○○○○６１０人のごみふれあい楽習館
能

古

見

○○○○１００人七浦小学校音成分校○○○○２５０人能古見小学校

○○７０人ＪＡさが能古見支所

胸緊急避難所を確認しておきましょう

　いざというときのために避難できる緊急避難場所を確認しましょう。

　次の施設は、市が自然災害ごとに指定している緊急避難場所の一覧です。

 　総務課防災係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１２

詳しくは

防　災　特　集
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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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤津津津津津津津津津津津津津津津津津津津津津津地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合
かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかららららららららららららららららららららららののののののののののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知ららららららららららららららららららららららせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ

前年比合　　　計浄化槽汚泥し　　　尿市　町　名

　△１．０４％２４,５６３．３７６,７８１．５２１７,７８１．８５鹿　島　市

　△２．６８％１８,８６６．１７　７,５０１．９３１１,３６４．２４嬉　野　市

　　０．４６％７,３９６．７８３,０１８．０２４,３７８．７６太　良　町

　△１．４５％５０,８２６．３２１７,３０１．４７３３,５２４．８５合　　　計

３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月基準値測定項目

７．２７．２７．３７．８６．９６．９７．４６．７６．８６．８６．８７．０５．８～８．３Ｐ　Ｈ

ＮＤＮＤ０．７０．８２．８０．５０．５１．３ＮＤ２．０ＮＤ１．０２０㎎/l以下ＢＯＤ

１．６２．６６．４１２１．２０．７１．５２．２２．１４．９２．９１．８６０㎎/l以下全窒素

０．２６０．１７０．５１３．７０．５３０．１５０．３００．９５０．７８１．０１．３０．４４　８㎎/l以下全リン

２１８０４４００００２２３０５０２２３０００個以下大腸菌群

（単位：ｋｌ）平成２８年度　搬入量

平成２８年度　放流水検査結果（第１処理場・・・鹿島市・嬉野市）

３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月基準値測定項目

６．６６．３６．６７．０７．０７．０６．９６．７６．８６．６６．４６．８５．８～８．３Ｐ　Ｈ

ＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤ２０㎎/l以下ＢＯＤ

５．７９．２４．９５．４５．８３．９４．７５．３５．３６．８３．１７．３６０㎎/l以下全窒素

０．１７０．１７０．２２０．２６０．５８０．１５０．４７２．３０．３１０．２４０．３３０．０８９　８㎎/l以下全リン

０００００１３１５０００００３０００個以下大腸菌群

平成２８年度　放流水検査結果（第２処理場・・・太良町）

※ＢＯＤとは、河川水などの汚染度を示すもので、数値が大きくなればより水質が汚濁していることになります。

　ＢＯＤ測定で０．５未満はＮＤ表示

 　鹿島・藤津地区衛生施設組合

　　　　　緯０９５４（６２）２６５４　姉０９５４（６３）９１４５

詳しくは

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

ます。平成２８年度の搬入量および放流水検査数値を下記のとおり報告します。なお、放流水は毎月１回の法定ます。平成２８年度の搬入量および放流水検査数値を下記のとおり報告します。なお、放流水は毎月１回の法定検検

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

組合長組合長　　口口 久俊　久俊（鹿島市長（鹿島市長））
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平平成成２２８８年年度度 下下半半期期予予算算執執行行状状況況
　平成２８年度下半期（３月３１日まで）の予算執行状況をお知らせします。

　なお、３月３１日までに収入および支出の完了していないものは、５月３１日の出納閉鎖日までに行い、９月議

会に提案したあと、平成２８年度決算として皆さんにお知らせします。

 　企画財政課財政係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

平成　２　８　年度下半期予算執行状況

怯一般会計　（予算額　１４３億４，４６８万円）

怯企業会計（水道）

執行額区　分

５億９,８０１万円収入
収益的

５億０,３６１万円支出

５,３０９万円収入
資本的

３億６,９６３万円支出

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

（３０.１％）９８１万円（５３.５％）１,７４３万円３,２５７万円谷田工場団地造成・分譲事業

（９３.４％）１０億３,１４３万円（２８.４％）３億１,３４７万円１１億０,３９４万円公共下水道事業

（９６.３％）４７億３,４１７万円（９０.１％）４４億２,９６９万円４９億１,４１５万円国民健康保険

（９７.８％）３億７,５０６万円（９３.４％）３億５,８３８万円３億８,３６７万円後期高齢者医療

（９５.６％）６１億５,０４７万円（７９.６％）５１億１,８９７万円６４億３,４３３万円計

歳入の部〔収入済額  130億3,587万円〕

市税

地方交付税

国庫支出金

県支出金

市債

分担金・負担金

諸収入

その他

歳出の部〔支出済額  108億2,071万円〕

民生費

土木費

農林水産業費

総務費

公債費

教育費

その他

26億4,062万円 29億8,229万円 49億2,824万円 55億5,574万円
10 20 30 40 50（億円）010 20 30 40（億円）0

3億9,032万円 12億3,309万円

10億9,241万円 16億7,641万円

9億9,558万円 17億2,299万円

7億6,459万円

8億8,178万円

7億6,511万円

13億3,531万円

17億6,779万円 20億5,603万円

38億9,821万円 38億9,821万円

18億5,650万円

16億9,046万円

20億481万円

16億9,377万円 20億4,379万円

9億731万円

17億510万円

2億9,761万円 3億4,662万円

4億5,489万円 4億5,655万円

支出済額 予算額凡例収入済額 予算額凡例

5億381万円

（収入率  90.9％） （執行率  75.4％）

怯基金の状況

増減額
平成２８年度末
現　在　高

平成２７年度末
現　在　高

基金の名称

△３３４万円１４億９,３２６万円１４億９,６６０万円財政調整基金

△４８０万円２億０,５９５万円２億１,０７５万円減債基金

△４,０３６万円８億１,０４０万円８億５,０７６万円公共施設建設基金

４,９５９万円４億３,６７１万円３億８,７１２万円その他の基金

１０９万円２９億４,６３２万円２９億４,５２３万円計

怯市債（借金）の残高見込額

平成２８年度末
残高見込額

平成２８年度
償還見込額

平成２８年度
発行見込額

平成２７年度末
残　　高

平成２７年度末
交付税算入率

区　　分

１０７億５,０３５万円６億７,８１８万円２０億６,６０１万円９３億６,２５２万円７４.４％一般会計

５４億８,１４９万円３億９,１８１万円２億１,５１０万円５６億５,８２０万円４８.６％公共下水道事業特別会計

１６２億３,１８４万円１０億６,９９９万円２２億８,１１１万円１５０億２,０７２万円計
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中学・高校・一般男女１５００ｍ

「「燦燦 SUSUNNと輝と輝くく

とと　きき　６月１１６月１１日日（日）（日）
　　　　開開 会　会　式 １２時式　１２時～～

競技開始 １３時　　　　競技開始　１３時～～
とこところろ　道の駅鹿道の駅鹿島島（七浦海浜スポーツ公園（七浦海浜スポーツ公園））

駐車駐車場場　祐徳稲荷神社駐車祐徳稲荷神社駐車場場（シャトルバスあり（シャトルバスあり））

　昭昭和和６６００年年５月５月３３日に第１回を開催し、世界各国、日日に第１回を開催し、世界各国、日本本

全国から多数の参加をいただきながら、今年全国から多数の参加をいただきながら、今年でで３３回３３回をを

迎えます。これも一重に皆さんのご支援があってのこ迎えます。これも一重に皆さんのご支援があってのことと

だと感謝しておりますだと感謝しております。。

このガタリンピックは、日本一干満差が大きい有明　このガタリンピックは、日本一干満差が大きい有明海海

の広大な干潟の上で行う、この地域ならではの大運動の広大な干潟の上で行う、この地域ならではの大運動会会

です。今大会も地元の人々のみならず、たくさんの国です。今大会も地元の人々のみならず、たくさんの国やや

地域からおいでいただく皆さんに、大自然の干潟に触れ地域からおいでいただく皆さんに、大自然の干潟に触れ、、

童心にかえり、泥んこになって干潟の温もりを体いっ童心にかえり、泥んこになって干潟の温もりを体いっぱぱ

い感じてほしいと思いますい感じてほしいと思います。。

ガタを愛するスタッフ一同、精一杯のおもてなしの　ガタを愛するスタッフ一同、精一杯のおもてなしのココ

コロでお迎えしますコロでお迎えします。。

恭恭大会ボランティアスタッフ募集大会ボランティアスタッフ募集中中

私たちと一緒に大会を盛り上げていただけ　私たちと一緒に大会を盛り上げていただけるる

ボランティアスタッフを随時募集しています　ボランティアスタッフを随時募集しています。。

第３３回大会プログラム

オープニング１２：００

①オープニングレース教育長杯小学校対抗戦１３：００

②ガタチャリ（大人・子ども）１３：１０

③ガターザン１３：１０

④人間むつごろう１３：４０

⑤子ども宝さがし１４：０５

⑥Ｔｈｅ　Ｇａｔａｌｙｍｐｉｃ　団体戦１４：１０

⑦ＨＡＫＫＥＹＯＩ１４：３５

⑧２５ｍ自由ガタ１４：５５

第第３３３３回鹿島ガタリ回鹿島ガタリンンピッピックク

　今年で３３回目を迎えた『鹿島ガタリンピック』は、大韓民国 全羅南道  高興郡 と
チョルラナムド コフングン

鹿島市の友好結縁２０周年記念として開催します。昭和６３年に高興郡から潟ス

キー交流団として、この年のガタリンピックに参加されてからのお付き合いです。

鹿島からも毎年高興郡に情報交換・相互理解を深めることを目的として訪問してお

り、この交流からテニスやバレーなど子どもたちの交流も盛んに行われています。

　また、鹿島の干潟が舞台のドラマがＮＨＫＢＳドラマとして撮影され、鹿島の自

然の素晴らしさや元気を全国にアピールします。

　市民の皆さん、当日は会場に足を運んで、私たちと一緒に大会を盛り上げてくだ

さい。よろしくお願いします。第３３回実行委員長　坂本鉄也

ガタの国かガタの国かららアンニョンハセヨアンニョンハセヨ」」

 　〒８４９－１３１１〒８４９－１３１１　　　　　　　　　第３３回鹿島ガタリンピック実行委員会事務第３３回鹿島ガタリンピック実行委員会事務局局

鹿島市大字高津原４２９６－４１　　　　　鹿島市大字高津原４２９６－４１　　　緯緯０９５４（６９）８４６６０９５４（６９）８４６６　姉姉０９５４（６９）８４６００９５４（６９）８４６０

（鹿島商工会議所３階）　　　　　（鹿島商工会議所３階）　　　　　　　　http://www.gatalympic.comhttp://www.gatalympic.com//　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　死死info@gatalympic.cominfo@gatalympic.com

詳しくは

－－高興郡 高興郡 ・鹿島市 友好結縁２０周年記念大・鹿島市　友好結縁２０周年記念大会会－－
コフングコフングンン

ささんん
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情報掲示板ワイド

市嘱託職員（主任介護支援専門員）を募集しています
募
　
集

提出方法　提出先に備え付けの申込書に必要事項を記入して提出してください。（郵送可、募集期限までに必着）

恭募集期限　６月１６日（金）　（土・日曜日および祝日を除く）

恭試験日時　後日連絡します　※面接による選考を行います

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

募集要領に定
める要件を満
たしている人

１日７時間程度
（週３５時間程度）
原則　月～金曜日
（祝日を除く）

地域包括支援センター
業務

平成２９年７月１日

　～平成３０年３月３１日

※次年度以降、継続して雇

　用する場合があります

１人
主任介護支援
専門員

 　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　　　　　　　　鹿島市役所　保険健康課　地域包括支援センター係（１階）　緯０９５４（６３）２１６０

提出・問合せ先

鹿島市放課後児童クラブ支援員を募集します
募
　
集

内　　容　市内全校区の小学校各クラブで、夏休み期

　　　　　間中の学童保育

勤務形態　

　７月２１日（金）～８月３１日（木）　※土・日曜日を除く

　７時３０分～１８時１０分の６～８時間程度

資　　格　働く保護者を応援する、子どもが好きな人

応募締切　６月２３日（金）　※郵送可、当日消印有効

応募方法　専用履歴書（市のホームページからダウン

　　　　　ロードするか、福祉課窓口で配布）に必要

　　　　　事項を記入して提出してください

 　

　〒８４９－１３１２

　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　福祉課社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９

申込・問合せ先

県内一斉ふるさと美化活動へご協力をお願いします
　６月４日に県内一斉美化活動が行われます。あらかじめ地区が選定した市内の各海岸、河川、公園、道路

などの清掃をお願いします。環境美化、快適な環境づくりのため、皆さんのご協力をよろしくお願いします。

　　　　と　　き　６月４日（日）　　　　　　　　　　　　 　環境下水道課環境係

　　　　と　こ　ろ　各地区指定場所　　　　　　　　　　　　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

と　　き　６月２４日（土）　

　開講式　９時３０分～１０時

　講　座　有明海と鹿島の歴史　１０時～１２時

と　こ　ろ　市民会館１階サロン

※第１回目の講座では市内を巡りながら野鳥や史跡の説明をします

干潟案内人養成講座『有明海環境サポーター』
募
　
集

活動内容　月１回、半日程度の講義・野外活動や１１月開催の

　　　　　『アジア湿地シンポジウム』現地サポート　など

申込期限　６月１６日（金）

 　環境下水道課ラムサール条約推進室

　　　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

申込・問合せ先

　鹿島の自然や歴史に興味のある人、もっと鹿島をPRしたい人を対象に、有明海や干潟、鹿島の魅力を伝える干

潟案内人『有明海環境活動サポーター』の養成講座を開催します。受講料は無料です。ぜひ、参加してください。
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 　佐賀県後期高齢者医療広域連合

　　　　　業務課資格賦課係　緯０９５２（６４）８４７６

詳しくは

　　　平成２９年度から

　　後期高齢者医療保険料の軽減制度が変わります

お
知
ら
せ

怯均等割額の５割・２割軽減の減額判定の見直し

改正後現　行区　分

改正なし
３３万円（基礎控除額）以下の世帯で、その世帯の
被保険者全員の各所得の合計が０円となる世帯

９割軽減

改正なし３３万円以下の世帯８．５割軽減

（３３万円＋２７万円×被保険者数）以下の世帯（３３万円＋２６.５万円×被保険者数）以下の世帯５割軽減

（３３万円＋４９万円×被保険者数）以下の世帯（３３万円＋４８万円×被保険者数）以下の世帯２割軽減

　後期高齢者医療保険料の軽減制度が見直されます。

怯低所得者の所得割額軽減特例の段階的見直し

　基礎控除後の総所得金額５８万円以下（年金収入で２１１万円以下）の被保険者の所得割額における軽減特例
が段階的に見直されます。

平成３０年度平成２９年度平成２８年度所得割額
軽減割合 軽減なし閣２割軽減閣５割軽減

※基礎控除後の総所得金額０円（年金収入で１５３万円）の場合は、所得割額の負担はありません

怯元被扶養者の均等割額軽減特例の段階的見直し

　後期高齢者の資格取得前に被用者保険（市町村国民健康保険・国保組合を除く）の被扶養者であった被保険者の

均等割合額軽減特例が段階的に見直されます。※所得割額の負担はありません

平成３１年度平成３０年度平成２９年度平成２８年度均等割額
軽減割合 ５割軽減閣５割軽減閣７割軽減閣９割軽減

※平成３１年度以降は、資格取得後２年間に限り５割軽減になります

情報掲示板ワイド

住まいの耐震診断費用を補助します！
－鹿島市耐震診断補助事業－

お
知
ら
せ

対　　象　

市内にある物件で、昭和５６年５月３１日以前に着工された住宅
※昭和５７年１月１日現在に存在していたことが不動産登記

　簿、固定資産台帳により確認された建築物は、昭和５６年５

　月３１日以前に着工された建築物とみなします

内　　容　

①　居住する一戸建ての木造専用住宅

　　診断費用の５／６を国・県・市で補助

　　　図面あり　診断費用６０,０００円（自己負担１０,０００円）

　　　図面なし　診断費用９０,０００円（自己負担１５,０００円）

②　①以外の住宅および耐震補強計画の策定

　　診断・補強計画策定費用の２／３を国・県・市で補助

　　※補助額は住宅の種類等で異なります

条　　件　

潤耐震診断は、条件を満たした建築士へ依頼すること

潤県、市が実施する耐震化の促進に関するアンケート

　調査等に協力すること

潤平成３０年１月末までに耐震診断を完了し、報告書を

　提出すること

潤他の補助金を受ける予定がないこと

申込期限　１１月３０日（木）　１７時まで

と　こ　ろ　市役所２階　都市建設課

※予算がなくなり次第、受付を終了します

 　都市建設課住宅係

　　　　　　緯０９５４（６３）３４１５

申込・問合せ先

　市では、住宅の耐震診断補助の申し込みを受け付けます。希望される人はご利用ください。
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　　　平成２９年度から

　　国民健康保険税の軽減制度が変わります

お
知
ら
せ

※特定同一世帯所属者　国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人で、引き続き国保世帯にいる人

低所得世帯の軽減制度の拡大

改正後現　行区　分

改正なし３３万円（基礎控除額）７割軽減

３３万円＋２７万円×（被保険者数＋
特定同一世帯所属者数）

３３万円＋２６.５万円×（被保険者数＋
特定同一世帯所属者数　※）

５割軽減

３３万円＋４９万円×（被保険者数＋
特定同一世帯所属者数）

３３万円＋４８万円×（被保険者数＋
特定同一世帯所属者数）

２割軽減

　地方税法等の改正に伴い、国民健康保険税の低所得世帯に対する５割軽減と２割軽減の所得の判定要件を見直し、

軽減の対象世帯を拡大しましたので、お知らせします。
 　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

情報掲示板ワイド

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

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（平成２３年

　　　　　　度～平成２８年度に県または市の補助を受

　　　　　　けた住宅は対象になりません）

　　　　　②平成３０年１月３１日までにリフォーム工事

　　　　　　が完了すること

※この事業は平成２９年度で終了します

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

※ 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。

　市内の業者で住宅のリフォーム工事を行う際、予算の範囲内で、経費の一部を補助します。

水洗化をお考えの人は、家庭用浄化槽設置助成との併用もできますので、ご利用ください。

補助限度額　［５人槽　３３２，０００円］　［６～７人槽　４１４，０００円］　［８～１０人槽　５４８，０００円］

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６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　６月１２日（月）～１６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　６月１９日（月）～２３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。

 　都市建設課住宅係　緯０９５４（６３）３４１５詳しくは

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）
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申請期限　平成３０年３月３０日（金）

補助金額

　設置する太陽電池の最大出力（kW）に２万円を乗じ

た額（ただし、上限６万円）

対　象　者

　市内の個人住宅または併用住宅（併用住宅の場合は、

自己の居住する部分に限る）で、以下のすべての項目

に該当すること。

　①市税の滞納がないこと

　②補助申請書の提出後、市職員の現地確認後に着工

　　し、申請期限までに完了すること

　③平成２８年度以前で補助金６万円以上を受けていな

　　いこと（仮に５万円の補助金を受けていた場合は、

　　今回最大で１万円の申請ができます）

　※申請時に市外住民である場合は、申請期限までに

　　転入手続きをしてください

対象工事

　①市内の既存または新築の住宅であること

　　また、屋根などへの設置に適したもので、低圧配

　　電線と逆潮流有りで連結していること

　②太陽電池の最大出力が１０kW未満であること

　　（増設の場合は合計して１０kW未満であること）

　③補助対象経費が１kW当たり６５万円以下であること

　④設置工事は県内の業者が行うこと

申請に必要な書類

　①住民票（世帯全員記載）の写し

　②市税滞納のない証明

　③工事見積書（図面などを含む）の写し

　④施工前の写真

　⑤その他市長が必要と認める書類（該当者のみ）

 詳環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

太陽光発電設備設置事業費補助金について
お
知
ら
せ

　平成２９年度の申請を受け付けています。補助を希望する人は着工前に申請してください。

　予算がなくなり次第終了しますので、希望する人はお早めに申請をお願いします。

　身体障害者福祉法および知的障害者福祉法に基づく身体・知的

障がい者相談員をご存じですか？相談員の役割は

　・障害者手帳を持っているけれど、どういうサービスが受けられるの？

　・障害者手帳を取得するにはどうしたらいいの？

　・困っているけれど誰に相談していいか分からない・・・など

相談を受け、必要なときには適切な機関への案内などを行います。

　市では、この相談員を７人に委嘱しています。お気軽にご相談

ください。

 詳福祉課障がい福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは

身体障がい者相談・知的障がい者相談
お
知
ら
せ

恭身体障がい者相談員

電　話　番　号氏　　名

０９５４（６２）９３８５馬場　順男

０９５４（６２）６４２３宮﨑　義明

０９５４（６２）１７９６松尾　　義

０９５４（６２）２９１１　林　　國子

０９５４（６２）７８１８鈴山　千尋

０９５４（６２）７０２５中島フジ子

電　話　番　号氏　　名

０９５４（６２）１６１６堀　祐子

恭知的障がい者相談員

情報掲示板ワイド

と　　き　６月１４日（水）　１８時３０分～２０時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階　多目的室

　 　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

申込・問合せ先

かしま未来（みら）んばけん！究会
お
知
ら
せ

　年をとっても住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりの一歩として『かしま未来んばけん！究会』を開催

しています。誰でも参加できますので、ぜひ、皆さんの声を聞かせてください。※事前に申し込みをお願いします
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農業委員会からのお知らせ

恭農業者年金の現況届をお忘れなく！！

　６月は、農業者年金受給者の現況届を提出する月に

なっています。現況届が各家庭に届いたら、6月末ま

でに農業委員会へ提出してください。

恭鹿島市内農地の賃借料情報

　農地法の改正により、従来の標準小作料制度が廃止

され、代わるものとして地域ごとの実勢賃借料情報を

提供しています。市ホームページをご覧ください。

事業者の方へ喰産業振興喰農業喰農地（農業委員会）

お
知
ら
せ

 　農業委員会事務局　緯０９５４（６３）３４１７詳しくは

情報掲示板ワイド

支給を受けるには

　市役所１階保険健康課で申請してください。

支給対象者　在宅で生活するおおむね６５歳以上の常時失

　　　　　禁者で、所得税非課税世帯

支給方法　どちらか選択できます

持　参　品　印鑑

指定販売店　潤パインファミリー

　　　　　潤ヘルシーみやざき鹿島薬局

　　　　　潤ホームセンターユートク鹿島店

　　　　　潤マイルド

※市内の紙おむつ指定販売店も随時募集しています

 　保険健康課長寿社会係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

高齢者などの在宅介護世帯に対して

『紙おむつ』を支給しています
　現在、在宅で高齢者などを介護している世帯に対して、紙おむつを支給しています。ぜひ活用ください。

お
知
ら
せ

保険健康課窓口で、紙おむつの現物を受給現 物 給 付

市内の指定販売店へ出向き、給付券と紙お
むつを交換

給付券給付

支給対象者

　０歳から中学校修了前までの子ども（平成１４年４月

２日以降に生まれた子ども）を養育している人

受付期間

※この期間内に都合がつかない人は、６月中に福祉課

　で手続きをしてください

 　福祉課社会福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは

持　参　品

①印鑑（認印可）　②受給者の健康保険証

③受給者名義の通帳　④父母のマイナンバーが分かるもの

⑤その他

　潤平成２９年１月２日以降に転入

　　閣平成２９年度所得証明書（前住所地で取得）

　潤子どもの住民票が市外にある

　　閣子どもの住民票全部事項証明書（本籍・続柄の分かるもの）

※②と③は、現在児童手当が振り込まれている口座の

　名義人のものが必要です

※６月上旬にハガキなどで案内がない人は、今年度の

　現況届の提出は不要です

中学修了前までの子どもを養育している人は

児童手当の現況届が必要です

お
知
ら
せ

　手当を引き続き受給できるか、所得制限にかかっていないかを確認する『現況届』は、受給中の人すべてが提出す

る必要があります。詳しくは、６月定期払いの支払通知をご覧ください。

と　こ　ろ時　間期　日

市役所５階

大会議室

９時～２０時６月１５日（木）・１６日（金）

９時～１６時６月１７日（土）

　次のような場合には、農業委員会で手続きが必要です。

　潤農地を売ったり、貸したり（裏作も含む）、転用したり
　　するとき

　潤水田を畑に変更するとき、または水田や畑を埋め立
　　てて形を変えたりするとき

　潤相続により農地を取得したとき
　　持参品　相続登記が確認できる書類、申請者の認印



14 Ｈ２９(２０１７).６.１　広報かしま

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

子どもの健診や子育て相談などの問合せ先

保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３

June

６月 く ら し のカカカカカカカカカカレレレレレレレレレレンンンンンンンンンンダダダダダダダダダダカレンダーーーーーーーーーーー

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

場所：保健センター（エイブル１階）怯子どもの健診
備考受付時間開催日行事名

持参品　母子健康手帳、アンケート
内　容　身体測定、育児相談、小児科医の診察

１３時１０分～１３時３０分

２８日（水）
４か月児健診

（平成２９年２月生まれ）

持参品　母子健康手帳、問診票、アンケート
内　容　身体測定、育児相談、歯科・小児科医の診察、　
　　　　フッ化物塗布（希望者のみ）

２９日（木）
１歳６か月児健診

（平成２７年１１月生まれ）

持参品　母子健康手帳、問診票、尿、アンケート
内　容　身体測定、育児相談、尿・目・耳の検査、
　　　　歯科・耳鼻科・小児科医の診察、フッ化物塗布（希望者のみ）

８日（木）
３歳６か月児健診

（平成２５年１１月生まれ）

場所：保健センター（エイブル１階）怯子育て・相談・教室
備考受付時間開催日行事名

内　容　手帳交付、説明会
対　象　市内在住の妊婦　※都合の悪い人はお電話ください

１０時～１０時３０分７・１４・２１・２８日（水）母子健康手帳交付

内　容　体重測定、個別相談
対　象　平成２９年４月生まれ

１３時３０分～１３時５０分１５日（木）２か月児相談

内　容　身体測定、個別相談（健康・栄養・歯科等）
対　象　乳幼児と保護者

１３時３０分～１４時３０分２１日（水）赤ちゃん相談

内　容　離乳食指導・試食等
対　象　５・６か月児の保護者

１０時～１０時３０分６日（火）離乳食教室（前期）

内　容　離乳食指導・個別相談等
対　象　８～１０か月児の保護者

１０時～１０時３０分２７日（火）離乳食教室（後期）

内　容　歯・栄養の話、沐浴
対　象　妊娠６か月以降の妊婦

１３時１０分～１３時３０分１日（木）マタニティスクール

内　容　血圧測定、身体測定、検尿、健康相談
対　象　成人

９時３０分～１０時３０分７日（水）成人健康相談

建おくすりノートを持っていきましょう

毎日
（１９時～２１時）

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

日曜・祝日および１月１日～３日
（９時～１７時）

鹿島市休日こどもクリニック

（高津原）

緯０９５４（６３）１８３８

水曜日（１月１日～３日を除く）
（１９時～２１時）

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

※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

所在地在宅当番医日
鹿島市中村医院　　　　　緯０９５４（６３）９２３４６日
嬉野市森医院　　　　　　緯０９５４（４３）０７２５１３日
鹿島市田中医院　　　　　緯０９５４（６３）４０８０２０日
太良町田代医院　　　　　緯０９５４（６７）２１２０２７日

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

佐賀南部地区小児時間外診療佐賀南部地区小児時間外診療佐賀南部地区小児時間外診療

子どもの健診、子育て・相談・教室子どもの健診、子育て・相談・教室子どもの健診、子育て・相談・教室
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３・１０・１７・２４日（土）、
４・１１・１８・２５日（日）

市役所
保健センター

休館日はありません
市民交流プラザ
（かたらい）

６・１３・２０・２７日（火）
子育て支援センター
（わ・わ・わ　ぽっと）

５・１２・１９・２６日（月）、
２９日（木）

市民図書館

５・１２・１９・２６日（月）
生涯学習センター
（エイブル）

６・１３・２０・２７日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

５・１２・１９・２６日（月）
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１４ページをご覧ください

当番薬局在宅当番医日
祐信堂薬局田中医院　緯（６３）４０８０４日（日）
オダ薬局森田医院　緯（６３）３９５６１１日（日）
前山薬局西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０１８日（日）
溝上薬局スカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５２５日（日）

平成２９年４月３０日現在

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿島市

世帯１８＋人１－世帯１０,７７９人２９,９５７

世帯８＋人１９＋世帯　５,３９２人１３,９６２鹿　島

世帯４＋人４＋世帯　１,１５７人  ３,５７３能古見

世帯４＋人５－世帯　１,０４８人  ３,１４３古　枝

世帯１＋人９－世帯　１,０２６人  ２,８９４浜

世帯３＋人３－世帯　１,２２０人  ３,５２３北鹿島

世帯２－人７－世帯　　　９３６人  ２,８６２七　浦

人３＋人１４,１０２男

人４－人１５,８５５女

池田設備左官工務店　緯（６２）１７３２
宮園電工　　　　　　緯（６３）３１５１
峰松建設　　　　　　緯（６２）２０６８
岡田電機　　　　　　緯（６３）１１６４
鹿島工設　　　　　　緯（６３）１３２３
佐賀庭苑　　　　　　緯（６２）８８１６
植松建設　　　　　　緯（６２）３５２６
家永設備　　　　　　緯（６２）７１２９

　３日（土）
　４日（日）
１０日（土）
１１日（日）
１７日（土）
１８日（日）
２４日（土）
２５日（日）

郭広報かしまはパソコン、スマホからも

　見ることができます

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

子育て支援センタ子育て支援センターー

怯子育てなんでも相談

　どんなことでも気軽に相談ください。
対　象　子育て中の人
栢予約・利用料不要

怯子育てひろば　わ・わ・わ　ぽっと

　親子で自由に遊べる常設のひろばです。
対　象　就学前児と保護者
※就学前児と兄弟の小学生は利用できます。
栢予約・利用料不要

怯マタニティサロン・ウテロ

　マタニティ相談～子育てひ
ろば来場の妊婦さんを対象に、
妊娠・出産の不安や悩みの相談
に対応します。

と　き　１０時～１７時
栢利用料不要

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階（ピオ内）

開館時間　１０時～１７時

休　館　日　火曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）、全館清掃日

 　緯０９５４（６３）０８７４

　　　　　https://www.facebook.com/wawawapot

詳しくは

怯ひろばの集い

１２日（月）

『はじき絵を楽しもうday♪』

２６日（月）

『みんなで七夕飾りを作ろうday四』

（共　通）

　時　間　１１時～１１時４５分（予定）
　場　所　子育て支援センター

　対　象　５ヵ月～就学前児と保護者

栢予約・利用料不要

この機会に、献血してみませんか？
　『献血に行く』を合言葉に、ぜひ献血にご協力を

お願いします。
と　　き　６月２１日（水）　９時３０分～
と　こ　ろ　市民会館ホワイエ
 　保健センター（エイブル１階）
　　　　　緯０９５４（６３）３３７３
詳しくは
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怯財産調査

　滞納者の財産を官公署・金融機関・生命保険会社などに対し調査します。

　給与所得者の場合、勤務先に対する給与照会を行います。

怯差押え

　督促状を発した日から起算して１０日を経過し

た日までに完納されないときは滞納者の財産を差

し押さえなければならないと定められています。

　潤差押え財産の例

　　喰預貯金、生命保険、給与　喰不動産

　　喰家宅捜索（動産などの差押え）　喰自動車

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

お
知
ら
せ

 　

　税務課納税係

　緯０９５４（６３）２１１８

詳しくは

　税金は、皆さんの暮らしや行政サービスを支える大切な財源です。必ず納期限内に納付をお願いします。

　市では、市税を納付した皆さんとの公平を保ち、滞納の解消を図るために、支払い能力があるにもかかわらず納

付をしない人には、佐賀県滞納整理推進機構と共同して法律に基づき『差押え』などの滞納処分を行っています。

※佐賀県滞納整理推進機構とは、県と県内１７市町が共同して、個人住民税

　などの滞納額の縮減を目指す専門組織です。

寓寓差押え例（タイヤロック差押え例（タイヤロック））

差押えによる市税徴収の流れ

滞納発生

財産調査

換価（現金化）

滞納金へ充当

差押え

▼

▼

▼

▼

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

　今年度の狩猟免許試験は右の日程で行われま

す。イノシシ被害の自衛駆除のためにも免許の

取得をお勧めします。また、初心者の合格率を

高めるための予備講習も開催されますので、初

心者の人は必ず受講してください。

　女性の資格所有者もおられます。女性もぜひ

参加ください。

書類提出先　佐賀県猟友会鹿島支部

※書類作成に時間がかかることもありますので、
　お早めにお問い合わせください

 　佐賀県猟友会鹿島支部　森田

　　　　　緯０９０（１９２０）２３６７

興鹿島市では『狩猟免許取得費補助』を行って
　います

　補助金額（定額）　１７,０００円

 　農林水産課農政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

詳しくは

詳しくは

お
知
ら
せ

と　こ　ろと　き免許種別

相知交流文化センター
（唐津市相知町）

７月２０日（木）
１０時～１７時

わな猟

狩
猟
免
許
試
験

県射撃研修センター
（佐賀市大和町）

８月６日（日）
９時～１７時

あみ猟・わな猟
第一・二種銃猟

県森林会館
（佐賀市本庄町）

１１月１９日（日）
９時～１７時

わな猟
第一種銃猟

平成３０年１月２８日（日）
９時～１７時

わな猟
第一・二種銃猟

相知交流文化センター
（唐津市相知町）

７月１３日（木）
９時２０分～１５時

わな猟

予
備
講
習

県射撃研修センター
（佐賀市大和町）

７月２９日（土）～３０日（日）
９時２０分～１５時

あみ猟・わな猟
第一・二種銃猟

県森林会館
（佐賀市本庄町）

１１月１１日（土）～１２日（日）
９時２０分～１５時

わな猟
第一種銃猟

平成３０年１月２０日（土）～２１日（日）
９時２０分～１５時

わな猟
第一・二種銃猟

情報掲示板ワイド
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情報掲示板ワイド

売払物件

予定価格
（最低入札価格）

都市計画用途地域面　積地　目住　所物件番号

３,２６５,３８０円第１種住居地域１８１．４１㎡宅　地浜町１１４５番地１（浜新町）２９‐①

３,０２７,８０４円第１種住居地域１７９．１６㎡宅　地浜町１１４５番地５（浜新町）２９‐②

３,２９２,６５３円第１種住居地域２２３．９９㎡宅　地浜町１１４５番地６（浜新町）２９‐③

３,１５４,５００円第１種住居地域１７５．２５㎡宅　地浜町１１４５番地７（浜新町）２９‐④

１,８３１,０６０円第１種住居地域１５７．８５㎡宅　地浜町１１４５番地８（浜新町）２９‐⑤

３,７６１,２７５円準工業地域２１４．９３㎡宅　地浜町１３３４番地１（浜新町）２９‐⑥

３,７６１,１００円準工業地域２１４．９２㎡宅　地浜町１３３４番地２（浜新町）２９‐⑦

１４,８５４,５２８円第２種中高層住居専用地域６５７．２８㎡宅　地大字高津原５０３番地１（高津原）２９‐⑧

市有物件（土地）を売り払います
お
知
ら
せ

　鹿島市の市有物件（土地）を入札により売り払います。参加希望の人は、申し込みをお願いします。

売払方法　一般競争入札

　　　　　（予定価格以上で、最高価格の入札者に売却）

参加資格　個人または法人

申込方法　市役所（３階）企画財政課入札契約係に申込書を

　　　　　提出してください。

申込期間　７月１８日（火）～７月３１日（月）　

　　　　　９時～１７時まで（土・日・祝日を除く）

そ　の　他　現地説明会は行いません。参加希望の人は必ず

　　　　　事前に現地を確認してください。また、物件の引

　　　　　き渡しは現状のままとなります。

入札案内所・申込書の配布

　市役所（２階）都市建設課住宅係または市のホームページ

からダウンロードしてください。
寓物件⑥⑦浜町１３３４番地１、２（浜新町）

　 　都市建設課住宅係　緯０９５４（６３）３４１５詳しくは

『ニホンジカ』の情報提供をお願いします
お
知
ら
せ

　現在、県内に生息していないとされている野生の『ニホンジカ』が

伊万里市内で目撃されました。

　全国的にシカによる農林産物の被害はイノシシより大きく、野性の

シカが増加すれば農林業に大きな影響を及ぼします。

　県内で野生のシカを目撃された際は（目撃した日時、場所、大きさ、

頭数、角の有無など）情報提供をお願いします。

 　農林水産課農政係　　緯０９５４（６３）３４１３

　　　　　佐賀県生産者支援課　緯０９５２（２５）７１１３

詳しくは

寓寓オスには角があり、メスには角がなオスには角があり、メスには角がないい

オス
メス
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“Two heads are better than one” 

今月のキーフレーズ

№１３８

この表現は、「１人より２人」という意味で使われます。
スティーブン先生

入校式

七浦小学校音成分校

校学 だ よ り

No.２４１

寓『じゃんけん列車』スタート！

　今年もかわいらしい１年生９人が

入校してきました。７人の２年生は、

新入生が来るのを楽しみに待ってい

ました。入学式の翌日、新入生を歓

迎する『入校式』を行いました。

　本校から杉本校長先生、分校後援

会会長の山口弘隆さんに来ていただ

きお祝いの言葉をいただきました。

　２年生は、この日のために、司会

やお祝いの言葉などを春休み前から

練習してきました。本番では上級生

らしく堂々と発表をしてくれました。

　１年生は、少し緊張しながらも、

名前とこれからがんばりたいことを

上手に話すことができました。

　最後は全員でお楽しみのゲームを

しました。『じゃんけん列車』や１年

生からのリクエストの『みんなで輪

くぐり』をしました。ゲームに夢中

になり、時間が経つのを忘れるくら

いでした。楽しく遊んで仲良くなっ

て、入校式が終わりました。

　分校では、２年生が最上級生です。

生活班は、１・２年生合同の縦割り班

なので、給食の配膳や掃除の仕方な

ど、２年生が１年生に優しく教えて

くれます。休み時間も、１・２年生が

一緒に仲良く遊んでいます。

　さあ、入校してきたばかりの１年

生ですが、来年度は分校のリーダー

です。数々の行事や毎日の生活の中

でさまざまな体験を通して、今の２

年生みたいに、しっかり者のリー

ダーとして成長してくれることで

しょう。

こんなときこのひとこと、学校だより

Vanessa:

Christian:

Cleaning the room takes too much time. 
Christian can you help me clean the 
room? It will be faster with two people.
Sure Vanessa. Two heads are better 
than one! 

（ヴァネッサ）部屋を掃除するってかなり時間がかかる

　　　　よね。クリスチャン手伝ってくれない？

　　　　２人の方が早いし。

（クリスチャン）いいよヴァネッサ。１人より２人だね！

Jason:

Josh:

Hey Josh! this table is very heavy. 
I can't move it on my own. Can you help 
me?
Of course I'll help you! Two heads are 
better than one! 

（ジェイソン）ねぇジョッシュ！このテーブルかなり重

　　　　いよ。僕１人じゃうごかせないよ。

　　　　手伝ってくれない。

（ジョッシュ）もちろん手伝うよ！１人より２人だね！

四Filipino Words and Phrases四
（ フ ィ リ ピ ン の 言 葉 ）

 Mainit :暑い　　
マイーネト

 Malamig :寒い
マラミグ

 Maulap :曇り　　
マウーラプ

 Maaraw :晴れ
マアーラウ
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

４月２４日、株式会社岡田電機

様より、庁舎駐車場構内照明灯

のご寄贈をいただきました。こ

れに対し、市から感謝状を贈呈

しました。

㈱岡田電機様は、「創業７０周

年の節目の年に、何か地域に貢

献する取組をしたい。」という

思いから、今回、老朽化が目

立っていた庁舎前駐車場の照明

灯４基を更新していただきまし

た。

新しいＬＥＤ照明灯は、とても

明るく、夜間利用者の安全・安

心の向上に大いに役立っていま

す。

ありがとうございました。

善 行 紹 介

市営　奥平谷キャンプ場山開き式

　５月２日、キャンプ場のオープンに先立

ち、関係者が期間中の安全を祈願するキャ

ンプ場山開き式がありました。

　奥平谷キャンプ場は、県内最高峰の経ヶ

岳登山道の入り口にあります。市外・県外

からも利用が多く、昨年度は約２,２００人

の利用がありました。

　野外バーベキューや経ヶ岳登山、そうめ

ん流しなど自然あふれるキャンプ場を家族

や友人などと一緒にぜひご利用ください。

 　商工観光課観光振興係　緯０９５４（６３）３４１２予　約　先

　毎年５月を『消費者月間』として、消費

者、事業者、行政が一体となって消費者問

題に関する啓発・教育などの各種事業を集

中的に行っています。

　今年度は『行動しよう　消費者への未来』

を統一テーマに、消費者問題に関するイベ

ントとして、５月１１日にティッシュ、啓

発チラシ約５００枚を市内スーパーの店頭

で配布しました。

　市では、消費生活に関する、商品やサービスの契約トラブル等の相談に、消費

生活相談員が応じ、助言・あっせん等を行っています。

　相　談　日　毎週月・金曜日９時３０分～１２時、１３時～１６時

　と　こ　ろ　鹿島市民会館１階サロン

 　商工観光課商工労政係　緯０９５４（６３）３４１２詳しくは

『消費者月間』に県内一斉啓発キャンペーンを行いました

ジャブジャブ　ジャブジャブ池池
プール開き！　　　　プール開き！！！

　北公園内のジャブジャブ池（幼児用水遊び場）をオープンし

ます。事故防止のため、必ず保護者と一緒にご利用ください。

　たくさんの来園をお待ちしています。料金は無料です。

と　　き　６月１５日（木）～９月１５日（金）

　　　　　９時～１７時　

 　生涯学習課スポーツ係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは
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今今すすぐぐややろろうう温温暖暖化化対対策策

　通勤途中に、赤や青、ピンクの

ランドセルを背負った小学生や、

ヘルメットをかぶり元気に自転車

を走らせる中学生を見かけます。

国道には、小さな１年生を送り出

してくださる保護者や、交通指導

員さんの顔も見えます。新年度が

始まり、２カ月が過ぎました。子

どもたちは、新しい環境に慣れ、

人とのつき合いにもそろそろ慣れ

てきた頃でしょうか。笑顔で元気

に学校生活を過ごしてほしいと願

わずにはおられません。

　さて、千葉で登校中の児童が連

れ去られ殺害されるという痛まし

い事件が起こったことは記憶に新

しいことと思います。突然愛娘を

亡くされた保護者の悲しみはいか

ばかりでしょう。何より多くの可

能性を持った子どもの人権、命を

奪われたことに怒りを覚えます。

　昨今、いじめや、虐待、暴力な

どにみられる子どもにかかわる深

刻な人権問題が起きています。

子どもの基本的人権を国際的にも

保障するために定められた『子ど

もの権利条約』には、子どもも一

人の人間として基本的人権が保障

されるようにと大きく４つの権利

が定めてあります。

①生きる権利　　②育つ権利

③守られる権利　④参加する権利

　この４つの権利が守られ、いじ

めや児童虐待などの未然防止や早

期発見を行うには、保護者や学校

はもとより地域の皆さんの協力が

必要です。「あれっ、いつもと様

子が違う。」「なんだか元気がない

な。」と感じたら、早めに学校や保

護者にご相談ください。そうする

ことが、子どもを守ることや保護

者の支援につながります。『鹿島

市子ども教育大綱』には、家庭、

学校、地域の『つながり』と『信

頼』の関係を強めていき、子ども

の『やる気』を育てていくことを

掲げています。子どもたちの人権

を守るためにも、子どもたちに声

をかけ、気持ちを思いやり、信頼

される関係をつくっていくことが

大切だと思います。

子どもたちの人権を守ろう
～『つながり』と『信頼』～

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

クールビズ（COOLBIZ）で消費電力１３％削減！
　皆さんの職場や家庭で、室温が２８℃より低い場合は、冷房の設定温度を少し上げてみませんか？

　エアコンの設定温度を１℃上げるだけで消費電力は約１３％削減できます。

　ただし、節電を気にするあまり、体に負担をかけすぎるのも問題です。できる範囲で取り組みましょう。

　 　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

クククククククククククククククククククククククククククククーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーールルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズ（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZクールビズ（COOLBIZ））））））））））））））））））））））））））））））
　ここ数年でここ数年でよよく耳にする言葉となってきましたく耳にする言葉となってきましたがが、、

『冷房時の室温『冷房時の室温をを２８２８℃ に設定し℃ に設定し、、暑さを我慢す暑さを我慢す

る』ものではなる』ものではなくく、、『室温『室温２８２８℃ の環境でも℃ の環境でも、、涼し涼し

い服装をしたい服装をしたりり、、カーテンやブラインドで直射日カーテンやブラインドで直射日光光

を避けたを避けたりり、、扇風機を併用したりし扇風機を併用したりしてて、、さまざまなさまざまな

工夫で快適に過ごそう』工夫で快適に過ごそう』とという取り組みですいう取り組みです。。

ポロシャツ　ポロシャツやや、、通気性の良い靴や靴下の着用で通気性の良い靴や靴下の着用でもも

随分違ってきま随分違ってきますす。。

温暖化対策・人権の輪
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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！
会費　１年コース　１,０００円
　　　３年コース　３,０００円
　　　（高校生以下　各半額）
特典　「えいぶる事業」のチケット代金
　　　の割引や先行予約、「えいぶる
　　　講座」の受講などができます。
　　　３年コースは、入会・更新時に
　　　５００円のクーポン券を贈呈。
 
　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

に行ってみよう

　サキソフォビアは、さまざまなシーンで活躍する個性派サックス奏者が集ま

り、'98年9月に結成。（井上 "JUJU"ヒロシ、岡  淳 、緑川 
まこと

 英徳 、竹内 
ひでのり

 直 ）サッ
なお

クスだけでなく、フルート、バスクラリネット、篠笛などを駆使した多彩なサ

ウンドで注目を集める。

　取りあげる楽曲はジャズ、ポップス、民謡、オリジナル曲まで広範囲に渡る。

と　　き
　６月２４日（土）
　開場　１８時
　開演　１８時３０分

と　こ　ろ
　エイブルホール
　全席指定（発売中）

料　　金
　大人　　　　２,５００円
　高校生以下　１,０００円

※会員各　５００円引き
　当日　　５００円増し

※未就学児入場不可
　（託児あり）
　申込期限６月１０日（土）

受 講 料と こ ろ開 講 期 間講　師定員講　座　名

会　員　　　５００円
一　般　１,０００円
材料代　　　５００円

エイブル２階

調理実習室

７月１日（土）

１０時～１２時
福田　雅子さん２０人

公開講座

涼を楽しむお茶の時間

５００円／１回

エイブル２階

音楽スタジオ

ほか

７月５日～１２月２０日

［水曜日　全１２回］

１３時３０分～１５時３０分

永池　守

（エイブル館長）
１６人

初めての

　健康マージャン教室

エイブルからのお知らせ

～ ふ る さ と の 風 景 ～

（鹿島市所蔵作品から）

　４月～６月は、鹿島市生まれで、戦中・

戦後にかけて、わが国洋画界の中心的存在

として活躍してこられた、納富進さんの作

品を紹介します。

　今回は、鹿島市

所蔵作品の中から、

ふるさとの風景を

中心に展示します。

展　　示

６月３０日（金）まで

　平成２７年に購入した１年分の雑誌を無料で配布します。

と　　き　６月３日（土）～１１日（日）　※５日（月）は休館

　　　　　（火）～（金）　９時３０分～１９時

　　　　　（土）・（日）　９時３０分～１７時

と　こ　ろ　図書館内（レファレンスカウンター前）

配　布　数　１人７冊まで（人気雑誌の場合の配布制限あり）

※雑誌の一部は、保存のため配布しません
　（『saga+people』『現代の図書館』など）

※持ち帰り用の袋を持参してください

対　　象　どなたでも（市内外問わず）

 　市民図書館

　　　　　緯０９５４（６３）４３４３

詳しくは

雑誌の無料配布を行います！市　民
図書館  納富 　 進 　展

の う ど み  すすむ床　の　間
コーナー

　寓寓昨年の様昨年の様子子

 SAXOPHOBIA 　JAZZ コンサート
サキソフォビア

第３回
えいぶる事業

九州ツアー
２０１７

定員になり次第締め切りますので、早めにお申し込みください。えいぶる講座　募集中講座

地元プレーヤーとの共演あり！！

寓『舟津』
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　４０歳を過ぎたら骨量チェック！

　対象者で希望する人はお申込みください。

対　象　者　平成２９年４月２日～平成３０年４月１日　

　　　　　の間に、４０･４５・５０・５５・６０・　　

　　　　　６５・７０歳になる女性

検診日時　６月２３日（金）、３０日（金）１３時３０分～１５時３０分

検診場所　保健センター

料　　金　６００円

　　　　　ただし、市民税非課税世帯・生活保護

　　　　　世帯と後期高齢者医療制度被保険者は

　　　　　無料

内　　容　腕のレントゲン撮影（１０分程度）

注　意　点　妊娠の可能性がある人は受けられません。

定　　員　７５人ずつ（先着順）

申込締切　６月１３日（火）

骨粗しょう症検診を受けましょ骨粗しょう症検診を受けましょうう

お知らお知らせせ

 　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

けんしけんしんん

　毎月１９日は『食育の日』です。

　市食生活改善推進協議会では、６月から料理

教室を開催します。どなたでも参加できますの

で、希望する人は保健センターまでお申し込み

ください。

と　　き　６月２０日（火）１０時～１４時

と　こ　ろ　エイブル調理室

参　加　費　３００円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角布

申込期限　開催日の１週間前

食改さんの料理教食改さんの料理教室室

食育とは?

・生きる上での基本であって、知育、徳育および

　体育の基礎となるべきもの。

・さまざまな経験を通じて『食』に関する知識と

　『食』を選択する力を習得し、健全な食生活を

　実践することができる人間を育てること。

食育月間を機会に食生活の大切さを見直してみ

ましょう

・食を通じたコミュニケーション

・バランスの取れた食事

・望ましい生活リズム

・食を大切にする気持ち

・食に関する知識と選択力

栢毎月 １９日は国が定める『食育の日』家族

　みんなで『食』について考えてみましょう

６月は食育月間で６月は食育月間ですす

　５月に配布しました各種検診申込調査の内容をよく読ん

で記入の上、６月１６日（金）までに所定の場所（申込書に記

載）へ提出してください。

各種検診の申込各種検診の申込はは６月６月１６１６日まで日まで

対象者検診名

４０歳以上男女胃がん検診

４０歳以上男女肺がん検診

４０歳以上男女大腸がん検診

２０歳以上女性子宮がん検診

４０歳以上で昨年度　未受診の女性乳がん検診

５０歳以上男性前立腺がん検診

３０歳以上男女で過去未検査者肝炎ウィルス検査
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対　象　者

【平成３０年度までは５歳刻みで対象者が決められています（経過措置）】

　①今年度中に６５・７０・７５・８０・８５・９０・９５・１００歳になる人

　　（対象者には４月にお知らせのはがきを郵送しています）

　②６０～６４歳で、心臓・腎臓・呼吸器などに重い障がいのある人

接種期限　

　平成３０年３月３１日

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

注意事項　

　１．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

　２．定期接種の対象となるのは１人１回のみです

　　　（左の『対象者①』の人は、今年度接種を受けなかった場合、

　　　　次年度以降は全額自己負担となります）

　３．平成３１年度以降の対象者は６５歳と左の『対象者②』の人です

 　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

　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。

高齢者の肺炎球菌感染症予防接種のお知ら高齢者の肺炎球菌感染症予防接種のお知らせせ

お知らお知らせせ

歯と口の健康週間

６月４日から６月１０日までは、歯と口の健康週間です。

この機会に歯や口の健康について見直してみましょう。

　　喰８０歳になっても２０本の歯を保とう（８０２０運動）

　　喰一生自分の歯で食べよう

　　喰午後のスタート、ハミガキから

　フッ化物塗布は、歯の質を強くし、むし歯に

なりにくくします。市では、２歳時に２回目フッ

化物塗布を行っていますので、歯みがきをして

お越しください。(予約不要)

と　　き　６月２９日（木）

受付時間　１３時４５分～１４時

そ　の　他　７月以降も毎月の１歳６か月児健診

　　　　　時に行っていますので、日程を広報

　　　　　かしまでご確認ください。

２回目フッ化物塗布を実施しま２回目フッ化物塗布を実施しますす

フッ化物塗布は３か月ごとに継続して行

うと効果的といわれています。　　　　　

　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。

・持参品：母子健康手帳、予防接種予診票

・対象年齢等：『鹿島市予防接種予診票つづり（予防接種カレンダー）』または市ホームページをご覧ください。

・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。

潤ヒブ・小児用肺炎球菌　　　潤ＢＣＧ　　　　　　　　　　潤四種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ）

潤麻しん・風しん　　　　　　潤水痘　　　　　　　　　　　潤日本脳炎

潤ポリオ　　　　　　　　　　潤Ｂ型肝炎　　　　　　　　　潤子宮頸がん予防

潤二種混合（ジフテリア・破傷風）

定　期　予　防

接種の種類

予防接予防接種種

予防接種のお知ら予防接種のお知らせせ
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　教科書や教科の理解を深めてもら

うため、一般公開を行います。

と　　き　６月１６日（金）～７月５日（水）

　　　　　９時～１６時（土・日除く）

と　こ　ろ　西部中学校

内　　　　容　小学校・中学校・

　　　　　高等学校の教科書

 　教育総務課

　　　　　緯０９５４（６３）２１０３

 

恭各種作業の注文をお受けします

　夏の作業など、お気軽にご相談、

注文ください。

恭家庭菜園・果樹園等に剪定枝葉の

チップ（EM入り）はいかがですか

　剪定した枝葉をチップ化し、EM

菌を混ぜて発酵させました。この堆

肥を使いやすい『袋詰め』やトラッ

ク『バラ積み』で販売しています。

恭刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソー

などの刃物研ぎをお受けします。

と　　き　６月１５日（木）８時３０分～

　　　　　当日ご都合がつかない人は、

　　　　　前日までにセンターへ

恭会員を常時募集しています

　お友だちお誘い合わせ、ご加入ください。

対　　象　６０歳以上または来年３月

　　　　　までに６０歳になる人

説　明　会　６月１５日（木）９時３０分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

 

　鹿島市シルバー人材センター

　緯０９５４（６３）０９７０

おお知知ららせせ

教科書展示会のお知らせ

詳しくは

夏の仕事、お受けします
鹿島市シルバー人材センター

問い合わせ・ご注文

 

と　　き　７月３日（月）１３時～１６時

と　こ　ろ　佐賀県総合保健会館

内　　容　風鈴づくり、交流会

対　　象　がん患者とその家族（先着３０人）

参　加　費　３００円／人

申込期限　６月２８日（水）

 　

　佐賀県がん総合支援センター

　緯０１２０（２４６）３８８

　（月・水・金の９時３０分～１３時、１４時～１６時３０分）

がん患者・家族集いの会
を開催します

申込・問合せ先

 

　ピオ、市民交流プラザ『かたらい』

駐車場の整備の一環で、カーゲート

や精算機を設置予定です。

　工事は６月以降２週間程度を予定

しています。

　工事期間中は、ご迷惑をおかけし

ますが、ご理解、ご協力をよろしく

お願いします。

※詳しくは広報かしま７月号でお知

　らせする予定です

 　

　かたらい管理室

　緯０９５４（６３）３０３０

自家用車で『かたらい』
をご利用になる人へ

詳しくは

 

※（　）内は前年比　　栢思いやり運転で　脱ワーストワン！

怯佐賀県の交通事故のうち、約４割が追突事故です。

　みっつの３運動（３秒間の車間距離、３秒前の合図、３分前の出発）で、追突

　事故を防止しましょう。

 　鹿島警察署交通課　緯０９５４（６３）１１１１

平成２９年４月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

詳しくは

物 損 事 故 数傷 者 数死 者 数人 身 事 故 数
（＋２６５）６,３９１件（－２１５）２,９０１人（　００）１０人（－１７５）２,２０７件佐 賀 県 内
（－０４２）３５６件（－０１８）１４９人（＋０１）１人（－００８）１２０件鹿島警察署管内
（－０１３）１８２件（－００６）８３人（　００）０人（　０００）６６件鹿 島 市 内

　平成２９年４月分市長交際費の支出状況を公表します。

 　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４詳しくは

平成２９年４月市長交際費支出状況表

支出の相手方、行事名支出金額支出日区　分

市交通安全指導員会総会４，０００円４月３日
会　費

鹿島商工会議所青年部定時総会５，０００円４月１４日

９，０００円合　計

情報掲示板　愚　お知らせ

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

９日（金）　　　　　　　開会、会期の決定、議案の一括上程（提案理由説明）

１０日（土）～１３日（火）　　休会

１４日（水）　　　　　　　議案審議

１５日（木）　　　　　　　調整日

１６日（金）　　　　　　　常任委員会

１７日（土）～１８日（日）　　休会

１９日（月）～２１日（水）　　一般質問

２２日（木）　　　　　　　調整日

２３日（金）　　　　　　　委員長報告、議案審議、質疑、討論、採決、閉会

開　　議　１０時～

 詳議会事務局　緯０９５４（６３）２１０４詳しくは

※一般質問の数などにより議事日程

　を変更する場合があります。

※一般質問などの内容は鹿島市ＨＰ

　の『鹿島市議会』に掲載します。

※ケーブルテレビでは１１チャンネル

　で議会中継を放送します。

市議会６月定例会会期日程（案）
～傍聴にきてみませんか～
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　中心商店街、門前商店街と浜宿酒

蔵通り一帯の活性化を目的に、空き

店舗などに新規出店される人に対し

て、改装費用の一部を補助します。

補　助　額　補助対象経費の１/２以内（限度額あり）

申込締切　６月３０日（金）

 　商工観光課商工労政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

　　　　　鹿島商工会議所

　　　　　緯０９５４（６３）３２３１

 

怯開催日時

　８月４日（金）・５日（土）１９時～２１時

怯おどり隊参加者募集（先着順）

募集期間　６月１２日（月）～７月７日（金）

　　　　　９時～１７時（土日祝日を除く）

※枠が埋まり次第締め切る場合があります

参　加　費　１人２００円（１８歳以上）※うちわ付き

参加条件　３曲ともに踊ることができ、

　　　　　練習会に参加した団体　など

怯鹿島夜市開催決定！

出店希望の個人・業者を募集します。

と　　き　８月５日（土）

※定数になり次第締め切る場合があります

募　　集　６月３０日（金）まで

 　鹿島おどり事務局

　　　　　緯０９５４（６０）５１４５

 

　自動車事故の被害にあわれ、示談

をめぐる損害賠償額の問題でお困り

の人へ、担当弁護士が『中立・公正』

な立場で当事者間の紛争解決のお手

伝いをします。和解斡旋は無料です。

事前に申し込みをお願いします。

 　

　交通事故紛争処理センター福岡支部

　緯０９２（７２１）０８８１

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

鹿島おどり実行委員会
からのお知らせ

詳しくは

交通事故の損害賠償問題
でお困りの人へ

申込・問合せ先

 

 

　『立つ』『歩く』などの動きをコン

トロールする骨、関節、筋肉などの

機能低下をロコモティブシンドロー

ム（運動器症候群）、略して『ロコモ』

と言います。放っておくと日常生活

に支障をきたすこともあります。こ

れを機会に運動しませんか？

と　　き　７月７日～９月２９日

　　　　　毎週金曜日１０時～１１時３０分

と　こ　ろ　北鹿島体育館

対　　象　おおむね４０歳以上

内　　容　ストレッチ、リズムダンスなど

参　加　費　無料

持　参　品　飲み物、体育館シューズ

※各自熱中症対策に必要なものを持参してください

 　地域包括支援センター

　　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

 

　当日の受け付けもできますので、

お気軽に参加してください。初心者

大歓迎です。

と　　き　６月２５日（日）９時３０分～１６時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい

　　　　　４階多目的室

講　　師　松尾　洋一さん（伊万里市）

内　　容　漢字・楷行草の作品づくり

持　参　物　書道用具一式、半紙、条幅

　　　　　※資料、手本は準備します

受　講　料　会員１,５００円、会員外２,０００円

　　　　　（昼食代含む）

※昼休みに総会を行います（会員のみ）

 　

　鹿島書の会庶務係　織田

　緯０９５４（６２）０３１５

講講習習会会・・教教室室
ロコモ予防運動教室
参加者募集

申込・問合せ先

鹿島書の会『春の錬成会』

申込・問合せ先

 

　健康や血糖値が気になる人などを

対象に、料理教室を開催します。

と　　き　６月２３日（金）１１時～１４時

　　　　　※受付１０時３０分～

と　こ　ろ　エイブル２階調理室

定　　　　員　２５人程度

参　加　費　６００円

申込締切　６月２０日（火）

 　

　織田病院栄養食事サービス部　土岐・高橋

　緯０９５４（６３）３２７５

 

　最先端の難聴治療技術や補聴器の

正しい使い方、聞こえの仕組みなど

について、セミナーを開催します。

と　　き　７月１日（土）１４時３０分～

と　こ　ろ　エイブルホール

参　加　費　無料

 　

　織田病院小宗神経耳科学研究所　西原

　緯０９５４（６９）８０９０

 

コラボ在宅ネット・さがin鹿島

在宅医療のすゝめ

～みんなで支える、あなたと家族～

と　　き　６月１０日（土）１４時３０分～

　　　　　※開場１３時３０分～

と　こ　ろ　エイブルホール

内　　　　容

潤満岡聰医師・矢ヶ部伸也医師による講演

潤在宅医療介護劇（劇団くまくま）

潤相談コーナー　ほか

 　志田病院

　　　　　緯０９５４（６３）１２３６

血糖値が上がりにくい
食材を使った料理教室

詳しくは

市民公開セミナー
～もっと聞こえるようになろう！！～

詳しくは

在宅医療・介護
市民公開講座

詳しくは

潤市税集合徴収分
潤介護保険料
潤後期高齢者医療保険料の

第１期の口座振替日は

６月３０日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

情報掲示板　愚　お知らせ・講習会・教室

手話奉仕員養成研修講座受講生募集
　手話奉仕員（ボランティア）の養成を目的に研修講座を開催します。

　聴覚障がい者の福祉や手話に関心のある人は手話を学んでみませんか。

と　　き　７月５日～１２月２０日

　　　　　毎週水・金曜日（予定）

　　　　　１９時～２１時

と　こ　ろ　白石町健康センター１階

定　　員　先着３０人（１６歳以上対象）

参　加　費　無料（テキスト代　３,２４０円）

申込締切　６月２１日（水）必着

　　　　　※申込書は市役所１階

　　　　　　福祉課窓口にあります

提　出　先　市役所１階福祉課窓口

 　福祉課障がい福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは
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　内閣府から講師を招いて、弁護士、

社会福祉士等と『成年後見制度利用

促進法』施行の現状や課題、展望に

ついて考えるセミナーを開催します。

と　　き　７月８日（土）１３時００分～

と　こ　ろ　アバンセ（大ホール）

定　　　　員　３００人

参　加　費　無料

 　佐賀県社会福祉士会

　　　　　緯０９５２（３６）５８３３

 

　全７回の学習会を開催します。

第１回『インターネットと人権』

と　　き　６月２０日（火）

　　　　　１９時３０分～２１時

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

 　人権・同和対策課

　　　　　緯０９５４（６３）２１２６

 

　今後、自宅で人生の最後を迎える

にあたって、何が必要でどう自身の

意思を伝えるかを江越弁護士、救急

救命士の先生に伺います。

と　　き　６月２０日（火）１９時～

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい３階

定　　　　員　２０人（先着）

参　加　費　無料

 　風のガーデンの会　日野

　　　　　緯０９５４（６２）３６０７

 

　介護をしている人も、していない

人も介護について話してみませんか。

今回は、「家族だからつい言ってし

まう･･･」などの悩みに対してやさし

い接し方を一緒に考えましょう。

と　　き　６月２１日（水）

　　　　　１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　エイブル２階和室

対　　象　介護に関心のある人

参　加　費　無料

※申し込みは不要です

 　地域包括支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

２１世紀社会福祉セミナー
のご案内

詳しくは

人権学習会を開催します

詳しくは

風のガーデンの会
『ハッピーエンドの迎え方』

詳しくは

介護者のつどい

詳しくは

 

　公開講座『点字・点訳ボランティ

ア入門』を開催します。

と　　き　７月２１日・２８日、

　　　　　８月１８日・２５日　全４回

　　　　　（金曜日　１３時３０分～１６時）

と　こ　ろ　佐賀県立盲学校（佐賀市）

定　　　　員　１０人（先着）

テキスト代　１,０００円程度

申込期間　６月１９日（月）～２３日（金）

※全日程参加できる人に限ります

 　

　佐賀県立盲学校

　緯０９５２（２３）４６７２

 

 

　新規入学生を募集します。

応募資格　おおむね６０歳以上の人

募集定員　６０人

主な講義会場　市民交流プラザかたらい

入　学　金　１０,２８５円

受　講　料　３６,０００円（年額、消費税を含む）

受講期間　２年間（４月～平成３１年３月）

 　

　ゆめさが大学事務局（佐賀県長寿社会振興財団）

　緯０９５２（３１）４１６５

　ゆめさが大学鹿島校（かたらい３階）

　緯０９５４（６３）２３２２

 

対　象　者　求職者

訓練期間　９月５日（火）から６カ月

受　講　料　無料（別途テキスト代等を要す）

申　込　先　ハローワーク鹿島

申込期間　６月１９日（月）～７月３１日（月）

※施設見学や模擬体験もできます

 　

　ポリテクセンター佐賀

　緯０９５２（２６）９５１６

佐賀県立盲学校公開講座
点字を学んでみませんか

申込・問合せ先

募募 集集
ゆめさが大学鹿島校

学生募集

 詳しくは

平成２９年９月生
職業訓練受講生募集

詳しくは

 

　日本遺族会では、戦没者の遺児を

対象に旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行

うとともに同地域の住民と友好親善

を目的とする慰霊友好親善事業を実

施しています。本年度は１３地域お

よび３地域（特定地域）が対象です。

参　加　費　１０万円

 　佐賀県遺族会

　　　　　緯０９５２（２３）４４９０

 

 

　人権擁護委員は、国民の基本的人

権が侵害されないように絶えず監視

し、もし侵害があった場合には、適切

な処置を講じ、救済を図ります。

　市には次の６人の人権擁護委員が

います。人権相談は無料で秘密は守

られます。日時などはこの『情報掲

示板』の中の『相談』をご覧ください。

 

　圓成寺美和子さん　（庄　金）

　廣瀬　正紹さん　（中浅浦）

　小野原トシミさん　（上古枝）

　宮津　彰子さん　（土井丸）

　　関　　正和さん　（納富分）

　山田　次郎さん　（西塩屋）

 詳人権・同和対策課

　　　　　緯０９５４（６３）２１２６

 

　最近、『声が出にくくなった』『歩き

にくくなった』などありませんか。

　神経難病と診断された人や体の不

調などで悩んでいる人の医療に関す

る相談を無料で受けます。（要予約）

と　　き　６月２６日（月）

　　　　　１５時～１６時３０分

と　こ　ろ　杵藤保健福祉事務所（武雄市）

相　談　医　佐賀大学医学部附属病院

　　　　　鈴山　耕平医師（神経内科）

申込締切　６月１９日（月）

 　

　杵藤保健福祉事務所難病担当

　緯０９５４（２２）２１０５

戦没者遺児による慰霊友好
親善事業の参加者募集

詳しくは

相相 談談
６月１日は

人権擁護委員の日

人権擁護委員

詳しくは

難病医療相談

申込・問合せ先

定員募集訓練科

１５CAD/NCオペレーション科

１５板 金 ・ 溶 接 施 工 科

２４住 環 境 C A D 科

１５電 気 シ ス テ ム 施 工 科

情報掲示板　愚　講習会・教室・募集・相談
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　いじめ・虐待など、子どもの人権

に関わる悩みごと、心配ごとなどの

相談に法務局職員、人権擁護委員が

応じます。お気軽に相談ください。

（相談内容の秘密は固く守られます）

と　　き　６月２６日（月）

　　　　　～７月２日（日）

　　　　　８時３０分～１９時

※７月１日（土）、２日（日）は１０時～１７時

 　緯０１２０（００７）１１０

 

　後期高齢者医療の被保険者のうち、

医療機関に受診中の人を対象に健康

づくり、療養の仕方、医療機関や福

祉サービスの利用方法などの訪問健

康相談を行います。

　対象者には別途、案内をお送りし

ています。ぜひ、ご利用ください。

 　

　県後期高齢者医療広域連合

　業務課企画・保健係

　緯０９５２（６４）８４７６

 

　事前に申し込みが必要です。

と　　き　６月１８日（日）１３時～１６時

と　こ　ろ　佐賀県労働会館３階（佐賀市）

相談内容　労働、借金、相続など

 　（電話での相談可）

　佐賀県労働者福祉協議会

　ライフサポートセンターさが

　緯０１２０（９３１）５３６

 

　見えにくさや見えないことの悩み

を持つ人、その家族、関係者を対象

に無料で相談を受け付けています。

事前に申し込みをお願いします。

と　　き　毎週月～金　９時～１７時

　　　　　（祝日、年末年始等を除く）

と　こ　ろ　佐賀県立盲学校（佐賀市）

 　

　佐賀県立盲学校

　緯０９５２（２３）４６７２

『子どもの人権１１０番』
強化週間

相談電話

訪問健康相談の
ご案内

詳しくは

弁護士による
無料法律相談会

申込・問合せ先

佐賀県立盲学校
『目の支援センター　ゆうあい』

申込・問合せ先

 

　私たちの日常生活は、行政と深く

つながっており、その関わりは税金、

年金、保険、道路など多岐にわたっ

ています。行政の仕事やサービス、

仕組みや手続きに関して、お困りご

とはありませんか？

　そんなときには、次の２人の総務

大臣から委嘱された『行政相談委員』

にご相談ください。相談は無料で、

秘密は固く守ります。日時などは毎

月の広報かしま『情報掲示板』の中

の『相談』をご覧ください。

 　井上　致子さん

　　　　　　　釘尾　勢津子さん

 　総務課総務係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１１

 

狂無料法律相談（市民優先）

　８日（木）市役所５階第７会議室

　受付１３時～１４時（先着６人）１３時３０分開始

　２２日（木）市民会館１階

　受付９時３０分～１０時３０分（先着６人）１０時開始

狂法律・行政合同相談

　８日（木）市役所５階第７会議室

　１３時開始（１５時３０分まで）

　※無料法律相談と同時開催

狂消費生活相談　

　市民会館１階サロン

　毎週月・金曜日９時３０分～１２時、１３時～１６時

狂発達障害児（者）専門相談　

　市役所５階第７会議室

　２７日（火）１０時～１６時　要予約

　NPO法人それいゆ緯０９０（６２９６）７５５０

狂鍼灸マッサージ無料健康相談　

　エイブル１階保健センター

　１１日（日）１０時～１４時３０分

狂住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　１０日（土）１０時～１２時

狂土地・建物に関する無料相談所　

　市民会館１階サロン

　２７日（火）１３時３０分～１６時３０分

狂人権相談

　市民交流プラザかたらい３階会議室

　１日（木）１０時～１５時

狂厚生年金・国民年金相談　

　市民会館１階サロン

　６日・２０日（火）１０時～１２時、１３時～１５時

　要予約　市民課緯（６３）２１１７

行政相談委員の紹介

行政相談委員

詳しくは

その他の相談

狂こころの健康相談（臨床心理士対応）

　市民会館２階第５会議室

　２１日（水）９時３０分～１２時

　要予約　福祉課緯（６３）２１１９

狂ファイナンシャルプランナーによ

　る納税相談（１０人程度）　税務課

　１２日（月）９時～１６時（時間外可）

　要予約　税務課緯（６３）２１１８

狂生活お困りごと相談（要予約）　

　市民交流プラザかたらい３階

　月曜日～金曜日９時～１７時

　生活自立支援センター（社会福祉協議会内）

緯（６２）２４４７

 

 

　ダム周辺のあじさい園を散策して

みませんか。入場無料です。ぜひ、

お越しください。※雨天決行

と　　き　６月１８日（日）９時～

と　こ　ろ　中木庭ダムやまびこ広場周辺

内　　　　容

潤あじさい苗木プレゼント（先着１００人）

潤ダム一周ウォーキング（当日受付）

潤パン、菓子類、新鮮野菜販売　ほか

 　のごみふれあい楽習館

　　　　　緯０９５４（６２）３３７３

 

　鹿島に生まれ、安土桃山期に活躍

した画家『 雲谷  等顔 』についての講
うんこく とうがん

演会を開催します。※入場無料

と　　き　６月１７日（土）１４時～

と　こ　ろ　エイブルホール

講　　　　師　金子　剛さん

 　鹿島市文化連盟　松尾

　　　　　緯０９５４（６３）２７３６

 

　地域福祉活動推進を目的に、バ

ザーを開催します。

と　　き　７月８日（土）１４時～１６時

と　こ　ろ　林業体育館（古枝）

※今年も区長さんを通してバザー用

　品の提供をお願いしています

 　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

イイベベンントト
中木庭ダム
あじさいまつり

詳しくは

文化講演会
『雲谷等顔』を学ぶ

詳しくは

社協バザー・障がい者通所施設
商品販売会

詳しくは

情報掲示板　愚　相談・イベント

※『子育て』、『くらしの情報』は『くらしのカレンダー』
　（１４～１５ページ）に移転しました
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市市民民体体育育大大会会
（（体体育育祭祭のの部部））

鹿島市体育協会表彰受賞者（敬称略）
　市のスポーツの普及・発展に貢献のあった個人に功
労賞が、県体、九州大会・全国大会で優秀な成績を収
めた個人と団体に優秀選手賞が授与されました。

皐特別功労賞（１人）
　故　久保　順治（鹿島市卓球協会）

皐体育功労賞（３人）
　吉田　秀子（鹿島市レクリエーション協会）
　小西　康徳（鹿島市柔道協会）
　小栁　吉幸（鹿島市スポーツ少年団）

皐優秀選手賞【団体の部】（１団体）
　県民体育大会ソフトテニスチーム（一般男女）優勝

噛噛種目別大会は９月下旬ま種目別大会は９月下旬までで

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

各地で行われる種目別大各地で行われる種目別大会会（水泳など）の（水泳など）の成績を加えて決成績を加えて決

定します定します。。種目別大会の得点は、種目ごとに１位に３種目別大会の得点は、種目ごとに１位に３点点、、

２位２２位２点点、３位１点、４位以下０.５点、３位１点、４位以下０.５点がが与えられます。与えられます。

さあ、今年はどうなるのでしょうか　さあ、今年はどうなるのでしょうか。。

噛噛古枝地区の皆さんおつかれさまでし古枝地区の皆さんおつかれさまでしたた

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

古枝地区の皆さん、本当におつかれさまでした古枝地区の皆さん、本当におつかれさまでした。。

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

広報かしま原稿締切日

　　　広報かしま　編集・発行

　　　鹿島市役所　総務部　企画財政課　〒８４９－１３１２　佐賀県鹿島市大字納富分２６４３番地１
　　　　緯０９５４（６３）２１１４（直通）　姉０９５４（６３）２１２９　URL　http://www.city.saga-kashima.lg.jp/　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この広報紙は再生紙を使用しています

８月号７月号
７月３日６月５日

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

体育祭得点競技得点体育祭の部成績

３０点１８７．５点古 枝 地 区優　勝

２５点１７１．５点浜 地 区第２位

２０点１５５．０点北 鹿 島 地 区第３位

１５点１４７．０点鹿 島 地 区第４位

１０点１１８．０点七 浦 地 区第５位

　５点１００．０点能 古 見 地 区第６位

寓寓左から脚本家の八津弘幸さん、出演者の青柳尊哉さん、有森也実さん左から脚本家の八津弘幸さん、出演者の青柳尊哉さん、有森也実さん、、
　哀川翔さん哀川翔さん、、上白石萌音さん上白石萌音さん、、ティティ・マハーヨーターラックさんティティ・マハーヨーターラックさん、、
　甲本雅裕さん、高木渉さ甲本雅裕さん、高木渉さんん

佐賀発地域ドラマ『ガタの国から佐賀発地域ドラマ『ガタの国から』』
豪華キャス　　　　　豪華キャストト　鹿島に集う鹿島に集う

４月２５日、七浦海浜スポーツ公園体育館で、鹿島市と嬉　４月２５日、七浦海浜スポーツ公園体育館で、鹿島市と嬉野野
市が舞台となる佐賀発地域ドラマ『ガタの国から』の出演者市が舞台となる佐賀発地域ドラマ『ガタの国から』の出演者会会
見が行われました見が行われました。。
会見には、主演の上白石萌音さんとタイの人気俳優ティテ　会見には、主演の上白石萌音さんとタイの人気俳優ティティィ
・マハーヨーターラックさんのほか、今回の脚本を担当し、・マハーヨーターラックさんのほか、今回の脚本を担当し、ドド
ラマ『半沢直樹』や『下町ロケット』を手掛けた八津弘幸さラマ『半沢直樹』や『下町ロケット』を手掛けた八津弘幸さんん
など８人が参加されましたなど８人が参加されました。。
上白石さんは「皆さんの力を借りながら、こんな青春がし　上白石さんは「皆さんの力を借りながら、こんな青春がしたた

いと思えるようなドラマにしたいと思います」。ティティ・いと思えるようなドラマにしたいと思います」。ティティ・ママ
ハーヨーターラックさんは「ドラマを見てタイの人にもっとハーヨーターラックさんは「ドラマを見てタイの人にもっと佐佐
賀に来てほしいです」と話され、哀川翔さんは「人と人との賀に来てほしいです」と話され、哀川翔さんは「人と人との関関
わりに魅力を感じることができるドラマです。また、この鹿わりに魅力を感じることができるドラマです。また、この鹿島島
の干潟に行ってみたいと思われるような作品になってほしいの干潟に行ってみたいと思われるような作品になってほしいでで
す」と思いを語られましたす」と思いを語られました。。
ドラマ　ドラマはは７月１９７月１９日日（水）（水）NHKBSプレミアムNHKBSプレミアムでで放送予定。放送予定。


