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　干潮時に広大な姿を見せる有明海の干潟。食する生き物干潮時に広大な姿を見せる有明海の干潟。食する生き物もも

多く生息している宝の海です。また、毎年、鹿島ガタリ多く生息している宝の海です。また、毎年、鹿島ガタリンン

ピックや干潟体験など多くの人でにぎわいますピックや干潟体験など多くの人でにぎわいます。。

写写真真
鹿島の干鹿島の干潟潟
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　体験を指導した中島直道さん（音成）は「この有明海にはムツゴロウ

やワラスボだけではなく、シラタエビ、ハダラ、ハゼなど、ほかにも

たくさんの生き物が生息している。また、体験では獲るだけでなく、

それを食べるということが大事」と話され、田澤記念館館長の安永秀樹

さんは「体験したことがない遊びをすることで自信がつく。それが2年

目、3年目となれば人に教えることができて、自主性の成長にも繋がる

ので、この体験を続けていきたい」と思いを語られました。

　５月２８日、道の駅鹿島周辺の海岸で、田澤少年クラブの子どもた

ち１２人が棚じぶ漁やうなぎ塚づくりを体験しました。

　体験では、棚じぶの網を引き揚げエビや魚を獲ったり、うなぎを捕

まえるための仕掛けを作ったりと楽しみながら参加した子どもたちは

「棚じぶの縄を引くのが大変だったけど楽しかった」「獲ったエビや魚

がおいしく、来年も参加したい」と笑顔を見せていました。

干潟に学干潟に学ぶぶ
棚じぶ漁、うなぎ塚づくりを体棚じぶ漁、うなぎ塚づくりを体験験
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　『干潟』が縁で、平成９年に 高興郡 と鹿島市が友好結縁を締結して、今年で
コフングン

２０年となりました。６月１０日に行われた記念式典では、関係者約４０人

が見守る中、両市郡の代表者が更なる友好関係の深化を誓い、共同宣言書に

サインをしました。また、２０周年を記念して、鹿島市から『のごみ人形』を

贈り、高興郡からは酒器をいただきました。

　また、翌１１日に行われた第３３回鹿島ガタリ

ンピックでは、高興郡専属芸術団による伝統芸能

公演を行っていただき、鹿島市と高興郡とのつな

がりを広くアピールすることができました。

干潟が結干潟が結ぶぶ

　ＮＨＫ佐賀放送局が制作する鹿島市と嬉

野市を舞台とした佐賀発地域ドラマ『ガタ

の国から』の放送が予定されています。

　祐徳稲荷神社や干潟でのシーンでは、市

民の皆さんがエキストラとして出演されて

います。ぜひ、ご視聴ください。

　噛７月１４日（金）午後７時３０分～
　　　　　　　【NHK総合(県域放送)】

　噛７月１９日（水）午後１０時～
　　　【NHKBSプレミアム(全国放送)】

大韓民大韓民国国全羅南全羅南道道高興郡との友好関係が２０周年を迎えまし高興郡との友好関係が２０周年を迎えましたた
チョルラナムチョルラナムドド コフングコフングンン

興最近の交流　

　潤『鹿島ガタリンピック』に高興郡定期交流団が参加

　潤高興郡の大西初等學校と北鹿島小学校の児童等が隔年

　　で相互に訪問

　潤『高興郡民の日』に、鹿島市定期交流団が訪問

［高興郡の概要］

　人　　口　６７,６５６人(２０１６年１２月３１日現在)

　面　　積　８０７．３平方キロメートル

　産業構造　１次６０．７%　２次７．３%　３次３２%
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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！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略、順不同）

皐２０１７家族の絵コンクール

　　ミサワホーム佐賀賞

　　　　　　永田　龍成（北鹿島小１年）

　　特選　　細江　慶次（明倫小２年）

　　特選　　藤原　悠衣（浜小３年）

　　準特選　山口　仁菜（鹿島小１年）

　　準特選　藤永　彪聖（明倫小２年）

皐ヤング川柳（お題『祈る』）

　　４月月間賞　大島　秀太（七浦小２年）

　　　作品『いのるしかできないけれどがんばって』

皐第３回佐賀県学年別水泳競技大会

　開　催　日　５月２１日（県総合運動場水泳場）

　【小学５年生女子　５０ｍ・１００ｍ背泳ぎ】

　　優勝　宮﨑　成美（能古見小５年）

　【小学３年生男子　５０ｍ背泳ぎ】

　　２位　宮﨑　優斗（能古見小３年）

皐佐賀県春季小学生テニス大会

　開　催　日　５月６日（森林公園テニス場）

　【小学４年生以下の部】

　　優勝　TSKチーム

　　（光武　拓海、峰松　慶樹、田之上　奥紀、中　　理翔）

　【小学６年生以下の部】

　　優勝　TSKチーム

　　（松浦　圭祐、光武　泰利、中　　暖斗）

皐佐賀県中学生春季ソフトテニス大会

　開　催　日　５月１３日（松浦河畔公園庭球場）

　　優勝　西部中学校男子ソフトテニス部

　開　催　日　５月１３日（県総合運動場テニスコート）

　　３位　東部中学校女子ソフトテニス部

皐第２１回剣聖宮本武蔵旗全国小・中学生剣道大会

　開　催　日　４月２９日～３０日（熊本県　菊池市総合体育館）

　【小学３年生の部】

　　３位　野中　龍臥（鹿島小３年）

皐佐賀県高等学校総合体育大会　陸上競技

　開　催　日　６月２日～５日（県総合運動場）

　【４００ｍ・１００ｍハードル・４００ｍハードル】

　　優勝　今村　莉花（鹿島高２年）

皐佐賀県中学生卓球選手権大会

　開　催　日　５月６日（県総合体育館）

　　優勝　本村　凜子（西部中３年）

皐第４６回佐賀県中学生陸上競技選手権大会

　開　催　日　５月２０日（県総合運動場）

　【男子１１０ｍハードル】

　　優勝　大德　将司（西部中３年）

　【女子８００ｍ・１５００ｍ】

　　優勝　松浦　亜依（西部中３年）

　【女子走り幅跳び】

　　２位　山口　眞白（西部中３年）

皐第７２回佐賀県陸上競技選手権大会

　開　催　日　５月１４日（県総合運動場）

　【女子走り幅跳び】

　　２位　山口　眞白（西部中３年）

皐佐賀県中学校選抜サッカー大会

　開　催　日　５月１４日（唐津フットボールセンター）

　　２位　東部中学校サッカー部

皐第２７回佐賀県中学生バレーボール男女選手権大会

　開　催　日　４月３０日（川副中学校）

　　２位　西部中学校女子バレー部

文文化化・・スポーツの結スポーツの結果果お知
らせ
！

皆さんおめでとうございます！

壮年ナイターソフトボール大会
　　　　　　　開　催　日　５月１０日～１９日

　市民球場で壮年ナイターソフトボール

大会が、６チーム参加で開催されました。

日ごろの練習の成果を発揮し、白熱した

試合が行われ、大変盛り上がりました。

優勝は納富分チーム、２位は高津原チーム、

３位は龍宿浦チームでした。 寓寓納富分チー納富分チームム
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採 用 試 験 の 案 内
怯平成２９年度　杵藤地区広域市町村圏組合消防職員採用試験案内

職務内容採用予定受験資格試験区分

消防の業務に従事

１人

平成４年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた人で、

杵藤広域圏内に採用後居住する人
消防

消防の業務および救急救命士

の業務に従事

昭和６３年４月２日以降に生まれた救急救命士免許を保有する

人で、杵藤広域圏内に採用後居住する人

救急

救命士

申込書請求場所　杵藤地区消防本部総務課、各消防署および分署

　　　　　　　　※申込書および試験案内は７月中旬から配布予定です

 　〒８４３－００２３　武雄市武雄町大字昭和８４６番地

　　　　　杵藤地区広域市町村圏組合　消防本部総務課人事係

　　　　　緯０９５４（２３）０１１９　http://www.kitou-web.jp/

詳しくは

恭受付期間ほか

受 付 期 間　７月１８日（火）～８月１８日（金）　８時３０分～１７時１５分（※土・日・祝日を除く）

第 １ 次 試 験　９月１７日（日）予定

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。

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

怯自衛官採用試験

　平成２９年度の自衛官採用試験を次の

とおり実施します。詳しくは下記に連絡

し、願書を取り寄せてください。

 　自衛隊武雄地域事務所

　　　　　緯０９５４（２３）８３０４

詳しくは

受付期限受験資格募集種目

９月８日（金）高卒（見込）で２１歳未満航空学生

９月８日（金）１８歳以上２７歳未満一般曹候補生

９月８日（金）１８歳以上２７歳未満自衛官候補生（女子）

年間通じて募集１８歳以上２７歳未満自衛官候補生（男子）

防災行政無線で訓練放送が流れます
お
知
ら
せ

　全国一斉にＪアラート（全国瞬時警報システム）を活用した緊急地震速報訓練が行われます。市でも防災行政無線

（屋外スピーカー）および各家庭の屋内受信機から訓練放送が流れますのでご注意ください。

と　　き　７月５日（水）１０時１５分～　　　　　　　　　　　 　総務課防災係　緯０９５４（６３）２１１２

放送内容　こちらは、鹿島市役所です。ただいまから訓練放送を行います。

　　　　　（緊急地震速報チャイム音）緊急地震速報。大地震です。大地震です。これは訓練放送です。（３回）

　　　　　こちらは、鹿島市役所です。これで訓練放送を終了します。

詳しくは

夏休みは『奥平谷キャンプ場』へ！
お
知
ら
せ

　楽しい夏休みの計画はお決まりですか？近場で家族で楽しめる場所といえば『奥平谷キャンプ場』。バーベキュー

の道具などはレンタルでき、そうめん流しの台は無料で使えます。利用するには予約が必要です。空室状況は、市

のホームページで確認できます。

利用期間　潤夏休み期間は木～日曜日およびお盆期間の宿泊可

　　　　　潤夏休み期間以外は土曜・祝前日の宿泊のみ

バンガロー（６人用から２０人用)　１棟２,２００円～７,３５０円

コテージ（１０人用）　　　　　　　１棟１２,４３０円

※日帰りの利用は半額となります

　 　商工観光課（平日のみ）

　　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

　　　　　　奥平谷キャンプ場（開場日のみ）

　　　　　　緯０９５４（６４）２０８６

詳しくは
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国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険証が変わります
お
知
ら
せ

　国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険証（被保

険者証）は、年１回、８月１日に更新を行います。

　７月下旬に新しい保険証がお手元に届きますので、

８月１日からは新しい保険証を医療機関に提示してく

ださい。

　なお、保険証の右上の有効期限が平成２９年７月３１日

と表示されている古い保険証は、８月１日以降に裁断

するなどしてから、破棄してください。

 　保険健康課国保係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

国民健康保険に加入する７０～７４歳の人へ

　医療機関・薬局での自己負担割合を示す『高齢受給

者証』は、平成２８年中の所得に基づき、新しい自己負

担割合を示したものを保険証と一緒に交付しますの

で、８月１日からご使用ください。

①自己負担割合３割

　　国保に加入している７０～７４歳の人の所得が、現役並

　　みの所得である世帯の人。

②自己負担割合２割

　　①以外の人で昭和１９年４月２日以降に生まれた人。

③自己負担割合１割

　　①、②以外の人。なお法定割合は２割ですが、７５歳

　　到達までは国の特例措置で１割となっています。

（注）後期高齢者医療制度の人は、保険証に自己負担割合

　　（１割または３割）が記載されていますので、ご確認

　　ください。

限度額適用・標準負担額減額認定証を

　お持ちの人へ

　自分の自己負担限度額を医療機関に提示する『限度

額適用・標準負担額減額認定証』も更新を行います。

潤国民健康保険　

　　更新手続きが必要です。

　　８月になってから市役所１階保険健康課まで

　　お越しください。

潤後期高齢者医療制度

　　更新手続きは必要ありません。

　　保険証と一緒に送られてきます。

桃　色　
７月３１日まで

革

後期保後期保険険証証

草　色　
８月１日から

藤　色または橙　色
７月３１日まで

革

国保保国保保険険証証

レモン色または空　色
８月１日から

新しい保険証は、簡易書留で配付します。

助成対象者　①身体障害者手帳１級～２級

　　　　　　②知能指数３５以下

　　　　　　③身体障害者手帳３級で、かつ知能指数

　　　　　　　５０以下

　　　　　　※助成には所得による制限があります

　　　　　　※助成対象者で受給者証を持っていない

　　　　　　　人は、お問い合わせください

　重度の心身障がい者の皆さんが、医療機関で診察を受けられた際に支払った医療費のうち、保険診療に係る自己

負担分から一月５００円を除いた金額を助成します。福祉課で受給資格証を発行しますので次のいずれかに該当す

る人はご連絡ください。
更新手続き
　現在この助成を受給中の人は、毎年更新の手続きが

必要になります。この手続きをしないと８月受診分か

ら助成されませんのでご注意ください。

と　き　７月２４日（月）～３１日（月）

　　　　８時３０分～１７時１５分（土・日を除く）

ところ　福祉課（市役所１階）

その他　平成２９年１月１日時点で市外に住所があった

　　　　場合は、平成２９年度市（町・村）県民税所得課

　　　　税証明書の提出が必要です。

受給中の人は更新をお忘れなく！！
－　 重度心身障害者医療費助成制度　 －

お
知
ら
せ

 　福祉課障がい福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは
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　社会福祉法人の介護サービスの利用費について、次の要件をすべて満たす人は、利用者負担が軽減されます。

　なお、軽減割合は介護サービス利用者負担額の１／４（老齢福祉年金受給者は１／２）です。

　（利用者負担とは、介護サービスに要した費用の自己負担額（１割もしくは２割）と食費、居住費です）

　この軽減を受けるには、市保険健康課で申請が必要です。軽減該当者には『確認証』が交付されますので、利用

のときに提示してください。すでに『確認証』の交付を受けている人も、有効期限が７月３１日までですので、市

保険健康課で更新の申請をしてください。

対象者および要件

　世帯全員が市民税非課税であり、以下の５つの要件をすべて満たす必要があります。

　　①１年間の収入が単身世帯で１５０万円、世帯員１人増えるごとに５０万円を加算した額以下であること

　　②預貯金などが単身世帯で３５０万円、世帯員１人増えるごとに１００万円を加算した額以下であること

　　③日常生活に使用する資産以外に活用できる資産がないこと

　　④市民税が課税されている人の控除対象者、医療保険の被扶養者になっていないこと

　　⑤介護保険料を滞納していないこと

　　※（介護予防）短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、

　　　介護福祉施設サービスを利用されている人は、『特定入居者介護（予防）サービ

　　　ス費』が支給されていること

申請に必要なもの

　　潤印鑑

　　潤世帯全員の通帳の写し（平成２８年１月１日～１２月３１日までの期間がすべ

　　　て記載され、申請から１カ月以内の残高が記載されていること）

　　潤収入を確認できる書類（各種年金、保険などの支払通知書、給与支払証明書、確定申告書の控えなど）

 　保険健康課長寿社会係　緯０９５４（６３）２１２０詳しくは

社会福祉法人の介護サービスを利用する皆さんへ

介護サービス利用者負担が軽減されます

お
知
ら
せ

　経済的な理由などから保険料を納めることが困難な人には、申請により所得などに応じて下の表のとおり保険料

を免除する制度があります。引き続き７月からも免除の承認を受けたい、または新たに免除の承認を受けたい人は

申請が必要です。なお、承認期間は年度単位（７月から翌年の６月まで）となります。

全額免除３／４免除半額免除１／４免除

　　　　０円　４,１２０円　８,２５０円１２,３７０円
納付保険料

（平成２９年度）

年金額に

４／８が反映

年金額に

５／８が反映

年金額に

６／８が反映

年金額に

７／８が反映

老齢基礎年金を

受けるとき

国民年金保険料を納めることが　　　　　
　　　　　できない人には免除制度があります

お
知
ら
せ

栢平成２６年４月から法律が改正され、過去

　期間は申請時点から２年１カ月前までさ

　かのぼって申請が可能になりました。

　（例　平成２９年７月に申請した場合、平成

　２７年６月分までさかのぼって申請する

　ことができます）

※ただし、すでに保険料が納付されていると

　きは、その月については免除されません

申請資格　①前年の所得（１月から６月までに申請される場合は前々

　　　　　　年所得）が一定額以下の人

　　　　　②失業や天災で保険料を納付できない人

 　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７詳しくは



8 Ｈ２９(２０１７).７.１　広報かしま

鹿島市青年活力啓発事業追加募集

若者の地域づくりを応援します！
お
知
ら
せ

対象者（企業は対象外）

　５人以上の団体またはグループで、その過半数が

１６歳～４９歳の人で構成されていること

対象となる事業内容

　①産地活性化（産業振興）
　　・・・農林漁業のＰＲ活動、新商品の開発　など

　②住みやすい地域づくり
　　・・・地域美化活動、校区内の安全ＭＡＰ作成　など

　③移住・交流・定住促進【重点事業】
　　・・・婚活事業、移住イベント　など

　④上記以外で目的に合っていると判断できるもの

対象となる経費　

　活動経費（消耗品費、印刷費、通信運搬費、使用料、

旅費、謝礼など）　※食糧費、賃金、日当は対象外

補助率　補助対象事業費の９割まで（団体負担１割以上）

補助限度額　５０万円（重点事業は１００万円）

事業の期間　交付決定後（８月中旬以降）に開始し、平成

　　　　　　３０年３月３１日までに完了できる事業

申請期間　７月３日（月）～７月３１日（月）

 　企画財政課企画係

　　　　　　緯０９５４（６３）２１０１

申込・問合せ先

　市では、今後の地域活性化の中心を担う若者の自発的かつ主体的な地域づくりを推進するため、地域の発展およ

び活性化のために行う事業にかかる費用の一部を補助します。

年金請求書の手続漏れはありませんか
お
知
ら
せ

　老齢基礎年金を受け取るのに必要な期間（受給資格

期間）が、『２５年』から『１０年』に短縮されること

になりました。日本年金機構では、これまでに対象と

なる人に黄色の封筒（A４サイズ）をお届けしています。

　制度の開始は、８月１日（最も早い年金のお支払いは

１０月）です。まだ、請求手続をされていない人は、今

すぐ右のねんきんダイヤルにお電話を。予約の上、年

金事務所で手続を行ってください。

　 　市民課市民年金係

　　　　　　緯０９５４（６３）２１１７

詳しくは

情報掲示板ワイド

期　　間　７月１日（土）～７月３１日（月）

愚転倒などによるけがを防ぐために

　降車の際は、バスが停留所に着いて扉が開いてから席を

お立ちください。また、立ったまま乗車される場合は、つ

り革や握り棒をしっかり握ってください。

愚高速道路を通行するバスは

　シートベルト着用が法律で義務付けられています。ご協

力をよろしくお願いします。

 　佐賀県バス・タクシー協会

　　　　　緯０９５２（３１）２３４１

詳しくは

バス車内事故防止キャンペーバス車内事故防止キャンペーンン
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高額療養費と入院時生活療養費の制度見直しについて
お
知
ら
せ

　同じ月内に支払った医療費の自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額を支給する

制度です。平成２９年８月診療分から自己負担限度額が変わります。

自己負担限度額（月額）［８月から］

斬

自己負担限度額（月額）［７月まで］
所得区分

外来＋入院（世帯単位）外来（個人単位）外来＋入院（世帯単位）外来（個人単位）

変更なし５７,６００円
　８０,１００円＋（医療費
　　一２６７,０００円）×１％
（多数該当４４,４００円※）

４４,４００円
現役並み
所得者

５７,６００円
（多数該当４４,４００円※）

１４,０００円
（年間１４４,４００円）

４４,４００円１２,０００円一般

変更なし変更なし２４,６００円８,０００円区分衛

変更なし変更なし１５,０００円８,０００円区分英

怯７０歳以上の人の自己負担限度額が変わります 高額療養費制度の見直し

※多数該当･･･過去１２カ月に３回以上高額療養費（世帯単位）の支給を受け、４回目の支給に該当する場合に適用します。

情報掲示板ワイド

　スポーツや社会教育・文化事業の振興のため、市の代表として九州・全国大会へ出場する個人や団体に補助を行っ

ています。ぜひ、ご活用ください。

九州・全国大会に出場する個人・団体の補助制度について
お
知
ら
せ

対　象　者　市内に在住、通学する小学校・中学校の児童

　　　　　生徒（個人・団体）

対象経費　交通費、宿泊費等

補　助　率　補助対象経費合計額の３分の１以内

※必ず、事前の申請をお願いします。なお、上記以外の

　補助条件がありますので、手続き等の詳細は生涯学

　習課までお問い合わせください。

　　補助の上限額　

　　　九州大会の場合

　　　　［個人］１人当たり　　３,０００円

　　　　［団体］１０人以上　３０,０００円

　　　全国大会の場合

　　　　［個人］１人当たり　　５,０００円

　　　　［団体］１０人以上　５０,０００円
 　生涯学習課　緯０９５４（６３）２１２５申込・問合せ先

　高校生以上の個人・団体が、スポーツの九州・全国大会に出場する際の補助制度については、鹿島市体育協会

にお問い合わせください。　　　　　　　　　　　 　鹿島市体育協会　緯０９５４（６２）３３７９申込・問合せ先

 　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０詳しくは

　被保険者が長期に入院したときの食事と生活療養にかかる標準負担額のうち居住費が変わります。

１日当たり居住費
［１０月から］

斬
１日当たり居住費
［９月まで］

区分

３７０円３２０円医療区分英（入院医療の必要性が低い場合）

　２００円※０円医療区分衛・詠（入院医療の必要性が高い場合）

怯入院時の居住費が変わります 入院時生活療養費制度の見直し

※指定特定医療を受ける指定難病の患者は、これまでどおり０円となります。
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統計調査員に登録しませんか
募
　
集

　市では各種基幹統計調査に従事していただける統計調査員を募集しています。

　※従事していただいた対価として報酬を支払います

　 　企画財政課秘書広報係

　　　　　　　　緯０９５４（６３）２１１４

申込・問合せ先

応募期間　登録制で随時受け付けています

応募要件　２０歳以上の人で以下の要件を満たす人

　・責任を持って、調査事務を遂行できる人

　・秘密の保護に関し信頼のおける人

　・税務、警察および選挙に直接関係のない人

　・暴力団員または暴力団密接関係者でない人

　・その他、調査活動に支障のない人

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

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
教
教
教
教
教
教
教
教
教
教
教
教
教
教

橋
橋
橋
橋
橋
橋
橋
橋
橋
橋
橋
橋
橋
橋
橋
橋
橋
橋
橋

統計調査員の概要

　任命期間　２カ月程度

　　　　　　※調査により異なります

　仕事内容

　①調査員事務説明会に出席する

　②担当する調査区の範囲と調査対象を確認する

　③調査対象に調査票を配布し、記入の依頼をする

　④調査対象を再度訪問し、調査票を回収する

　⑤回収した調査票を検査・整理する

　⑥調査票など調査関係書類一式を市へ提出する

鹿島市まち・ひと・しごと創生会議委員を募集します
募
　
集

　市では、平成２７年度に『鹿島市人口ビジョン・鹿島市まち・ひと・しごと創生総合戦略』を策定し、現在この

総合戦略に基づく取り組みを行っています。そこで、その効果を検証する会議の一般公募委員を募集します。

　鹿島のまちづくりをともに考えていただく人の参加をお待ちしています。

募集締切　７月２０日（木）　※必着

募集人員　４人程度（委員総数は２０人以内）

※応募多数の場合は、市で選考させていただきます

募集条件

潤市内在住で、まちづくりに熱意や関心のある人

潤年１回（８月予定）の会議に必ず出席できる人

任　　期　８月１日～平成３０年７月３１日

報　　酬　日額５,０００円

応募方法

　市役所３階企画財政課または市のホームページにあ

る申請書に必要事項を記入のうえ、企画財政課まで郵

送・FAX・Eメールまたはご持参ください。

 　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３番地１　鹿島市役所企画財政課企画係

　　　　　　　緯０９５４（６３）２１０１　　姉０９５４（６３）２１２９　　死kikaku@city.saga-kashima.lg.jp

応募・問合せ先

　市では、豊かな水と緑に囲まれたふるさと『自然鹿島』を次世代の子どもたちにつないでいくため、循環型、自

然共生型社会を目指した環境基本計画を策定しています。計画策定にあたり、市民の皆さんの環境に対する意識や

関心度を調査するため、アンケートを実施します。対象になられた人は、ぜひ、ご協力をお願いします。

　 　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

環境基本計画の市民アンケートにご協力ください
お
知
ら
せ

期　　間　７月３日（月）発送予定～１４日（金）締切

対　　象　１８歳以上７４歳以下の無作為に選定した１,０００人の市民の皆さん

依頼方法　郵送で対象者に直接送付します

回収方法　対象者には、アンケートと返信用封筒を同封しますので、郵便

　　　　　ポストへ投函、または環境下水道課へ提出をお願いします

情報掲示板ワイド
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鹿島市都市計画審議会の委員を募集します

募集人数　３人

募集資格

　①平成２９年４月１日現在で満２０歳以上の市民

　②市のまちづくりや都市計画に関心がある人

　③年２回程度、平日の昼間に開催される審議会に出席できる人

※男女共同参画の推進のため、女性の積極的な参加をお願いします

任　　期　８月１日～平成３１年７月３１日（２年間）

報　　酬　１回につき５，０００円

応募方法

　申込書に必要事項を記入し、都市建設課へ持参、郵送、FAX、電子

メールのいずれかの方法で提出してください。なお、申込書は、都市建

設課の窓口での受け取りか、市ホームページからダウンロードできます。

募集期限　７月１８日（火）

選考方法　書類選考および必要に応じて面接を行い、結果は後日、　

　　　　　本人あてに通知します。

募
　
集

　都市計画審議会とは、市の都市計画に関する事項について審議する機関です。今回、まちづくりに関心がある人

のご意見を聞いて、今後の都市計画について反映させるために委員を募集します。

　 　都市建設課都市計画係　緯０９５４（６３）３４１５詳しくは

怯固定資産税の対象となる家屋とは？

　次の３つの要件を満たす状態のものです。

　①外気遮断性・・・屋根および外壁があり、独立して風雨をしのぐことができる

　②土地への定着性・・・基礎などで土地に定着している

　③用途性・・・居住・作業・貯蔵など、その目的とする用途で使用できる

怯大規模な改築（リフォーム）をされた建物について

　新築・増築のほか、家屋の資産価値が上がるような大規模な改築（リフォーム）

を行った場合も、評価の対象となることがあります。

　例えば、壁などを取り払い、残った柱や骨組みをそのまま利用して改築するよ

うな場合は、その時点で一度解体されたものとみなし、再評価します。

※１　評価日時は９時～１６時でお願いしています（土・日・祝日除く）

※２　建物の外部仕上げ、内部仕上げ、風呂などの建築設備を確認します

家屋評価にご協力ください
お
知
ら
せ

　家屋を新築、増築などされた場合、翌年から固定資産税が課税されます。

　この税額を算出するために家屋評価（建物の現地調査）を実施する必要があります。

　家屋評価は、固定資産税の適正・公平な課税のために不可欠なものですので、ご理解とご協力をお願いします。

潤詳しくはホームページ『建

　物を新築・増築・改築した場

　合（家屋評価のお願い）』を

　ご覧ください

 　

　税務課課税係　

　緯０９５４（６３）２１１８

詳しくは

家屋評価の流れ

評価対象家屋の確認

評価依頼文書の送付

現地での家屋評価
※２

評価日程の調整
※１

▼

▼

▼

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

怯宅地内での漏水

　水道メーターより先の宅地や施設内で、故障や漏水

を発見したときは、個人負担で修繕が必要です。

　修繕をするときは、市が指定する『鹿島市指定給水

装置工事事業者』に依頼してください。

　また、漏水の程度や内容によっては水道料金の減額

の対象となる場合があります。

怯路上での漏水

　お手数ですが水道課までご連絡ください。

　水道本管での漏水は水道水への影響だけでなく、道

路の陥没など大きな事故につながる可能性がありま

す。皆さんのご協力をお願いします。

 　水道課管理係

　　　　　緯０９５４（６２）３７１８

詳しくは

水道の漏水を発見したら…

情報掲示板ワイド



12 Ｈ２９(２０１７).７.１　広報かしま

情報掲示板ワイド

－　空き家の管理にお困りの人、有効利用したい人へ　－

空き家バンク登録のご案内

お
知
ら
せ

　この制度は、空き家を所有する人と空き家の利用を

希望する人（U・I・Ｊターン者など）に『鹿島市空き家

バンク』に登録していただき、市がその情報を提供す

る制度です。交渉、契約については当事者間で行って

いただきます。

　空き家の管理に困っている人、有効活用したい人は

ぜひご相談ください。

 　都市建設課住宅係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１５

詳しくは
U・I・Jターン希望者など

　７月１１日（火）から２０日（木）までの１０日間、

『夏の交通安全県民運動』が実施されます。

市内の交通事故の特徴は・・・

　潤国道２０７号線での交通事故が多い

　潤高齢者が関与した交通事故が多い

　潤追突事故が多い　　　　　　　　　　

 　総務課防災係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１２

詳しくは

夏 の 交 通 安 全 県 民 運 動
～守ろう交通ルール　高めよう交通マナー～

お
知
ら
せ

怯『体感・実感交通安全教室』の開催

　と　　き　７月１１日（火）１３時３０分～１５時３０分

　　と　こ　ろ　鹿島市役所ピロティおよび市民会館

　※反射材の効用、酒酔いゴーグルなどを体感してみませんか

～　チャイルドシートを無料で貸し出します　～

　　噛出生後の購入準備のため（６カ月以内）

　　噛帰省（里帰り）中の一時使用のため

　産業活性化施設『海道しるべ』では、家庭菜園栽培の講習会や地元産物を使った加工食品作り教室を開催します。

『 海道 しるべ』からの講習会・教室のお知らせ
みちお

知
ら
せ

 　産業活性化施設『海道しるべ』　緯０９５４（６３）８０６０（月曜日、祝日の翌日は休館日）申込・問合せ先

ワケギ（ネギ）作りを学びませんか
　小ネギの代わりとして利用できるワケギ（品種名：さ

が乙女）を栽培する講習会です。家庭菜園やプラン

ターなど、自宅でも簡単に何度も栽培できますよ。

と　　き　７月２３日（日）１０時～１１時

内　　容　家庭菜園やプランターを利用したワケギの

　　　　　栽培講習

対　　象　非農家の市民

参　加　費　無料

定　　員　先着２０世帯

申込締切　７月１４日（金）

加工食品づくり教室に参加しませんか
　普段、何気なく購入している加工食品（豆腐、かまぼ

こ等）づくりに親子でチャレンジしてみませんか。意

外と簡単にオリジナルの加工食品ができますよ。

と　　き　８月５日（土）９時～１２時

内　　容　地元産物を使った加工食品づくり

対　　象　市内の小学生と保護者

参　加　費　無料

定　　員　先着１０組

持　参　品　マスク、三角巾、エプロン

申込締切　７月２８日（金）

噛マスクと三角巾は、海道しるべ
　で購入できます（２０円）
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みんなで徹底しよう!『選挙の 三 ない運動』
さんお

知
ら
せ

　政治家（候補者、候補者になろうとする者、現に公職

にある者）が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは法律

で禁止されています。違反すると、処罰されます。

　また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

【禁止されている寄附の例】

　噛お中元やお歳暮、病気見舞い

　噛お祭りへの寄附やお酒の差し入れ

　噛地域の運動会などへの飲食物の差し入れ

　噛家族や秘書などが代理で出席するときの結婚祝いや葬式の香典

　噛地域の集会や旅行や運動会などの行事への寸志や飲食物の差し入れ

 -選挙の三ない運動-
 贈らない！
　 求めない！
　 　受け取らない！

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

　（電報も含む）を出すことは禁止されています。また、あいさつを目的とする有料広告を出すことも禁止されています。

 　選挙管理委員会

　　　　　緯０９５４（６３）３４１８

詳しくは

情報掲示板ワイド

自家用車で『かたらい』をご利用の人へ
お
知
ら
せ

　７月６日（木）からピオ東側駐車場に、カーゲートおよび精算機が設置されます。ピオ、市民交流プラザ『かたら

い』をご利用の場合は、入場の際に発行される駐車券をピオ各店舗、かたらいなどの窓口へお持ちください。

栢ピオ、市民交流プラザ利用の場合　無料

※駐車券を認証機設置窓口までお持ちください。無料の手続きを行います。

栢その他利用の場合　入庫後３０分：無料　　６０分：２００円　　１２０分：４００円　　１２時間：５００円

 　かたらい管理室

　　　　　緯０９５４（６３）３０３０

詳しくは

－８月は同和問題啓発強調月間です！－

鹿島市同和問題講演会を開催します

講
　演
　会

入場
無料

　８月は『同和問題啓発強調月間』です。昨年は『部落差別の解消の推進に関する法律』が施行され、部落差別の

解消（同和問題の解決）に向けて大きな進展がありました。市は、部落差別の解消（同和問題の解決）に全力で取り組

み人権感覚にみちあふれたまちづくりを目指します。

と　　き　８月９日（水）　開場１３時　開演１３時３０分

と　こ　ろ　市民会館大ホール

テ　ー　マ　これからの同和問題を考える

講　　　　師　角岡　伸彦さん（ノンフィクションライター）

主　　催　鹿島市、鹿島市教育委員会
 　人権・同和対策課

　　　　　緯０９５４（６３）２１２６

詳しくは

認証機

設置窓口

１階・２階　ピオ各店舗、事務所

　　　３階　かたらい窓口、社会福祉協議会、鹿島公民館

　　　４階　子育て支援センター、すこやか教室

角岡　伸彦さん　プロフィール
１９６３年、兵庫県加古川市生まれ。

関西学院大学社会学部を卒業後、神戸

新聞記者などを経て、フリーライター。

大阪市在住。

『被差別部落の青春』『とことん！部落

問題』『カニは横に歩く　自立障害者た

ちの半世紀』で、２０１１年に第３３回

講談社ノンフィクション賞受賞。
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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

July

７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

２６日（水）
４か月児健診

（平成２９年３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）

２７日（木）
１歳６か月児健診

（平成２７年１２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

１３日（木）
３歳６か月児健診

（平成２５年１２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５・１２・１９・２６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５月生まれ

１３時３０分～１３時５０分２０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１９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４日（火）離乳食教室（前期）

内　容　おやつ作り、個別相談
対　象　１歳６か月～就学前の児と保護者（先着１０組）

１０時～１０時３０分２５日（火）幼児食教室

内　容　歯科診察、フッ化物塗布
対　象　平成２７年７月生まれ（希望者のみ）

１３時４５分～１４時２７日（木）２回目フッ化物塗布

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５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
鹿島市稗田産婦人科　　　緯０９５４（６３）３３０９４日
太良町町立太良病院　　　緯０９５４（６７）００１６１１日
嬉野市田中医院　　　　　緯０９５４（４３）２１１１１８日
鹿島市村山小児科　　　　緯０９５４（６３）１１５８２５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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１・８・１５・２２・２９日（土）、
２・９・１６・２３・３０日（日）、
１７日（祝）

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）

４・１１・１８・２５日（火）、１７日（祝）
子育て支援センター
（わ・わ・わ　ぽっと）

３・１０・２４・３１日（月）、
１８日（火）、２７日（木）

市民図書館

３・１０・２４・３１日（月）、
１８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

３・１０・２４・３１日（月）、
１８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１４ページをご覧ください

当番薬局在宅当番医日
溝上薬局西牟田店別府整形外科　緯（６３）３０６３２日（日）
アルナ薬局浜町店薬師寺医院　緯（６３）５２８１９日（日）
アルナ薬局鹿島店納富病院　緯（６３）１１１７１６日（日）
西牟田薬局中村医院　緯（６３）９２３４１７日（祝）
溝上薬局北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６２３日（日）
おおぞら薬局吉田病院　緯（６２）３２０３３０日（日）

平成２９年５月３１日現在

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿島市

世帯１１＋人２２－世帯１０,７９０人２９,９３５

世帯１２＋人３－世帯　５,４０４人１３,９５９鹿　島

世帯３＋人１－世帯　１,１６０人  ３,５７２能古見

世帯１－人３－世帯　１,０４７人  ３,１４０古　枝

世帯５－人１７－世帯　１,０２１人  ２,８７７浜

世帯２＋人６＋世帯　１,２２２人  ３,５２９北鹿島

世帯０人４－世帯　　　９３６人  ２,８５８七　浦

人８－人１４,０９４男

人１４－人１５,８４１女

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
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

　１日（土）
　２日（日）
　８日（土）
　９日（日）
１５日（土）
１６日（日）
１７日（祝）
２２日（土）
２３日（日）
２９日（土）
３０日（日）

郭市ではLINEによるイベント情報などの配

　信を行っています（友だち追加用QRコード）

LINEホームページ　http://line.naver.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day～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

１０日（月）

『足型ではらぺこあおむしをつくろうday♪』

２４日（月）

『水あそびを楽しもうday竃』
　持参品　水着、タオル、ビニール袋、

　　　　　水あそび用オムツ

（共　通）

　場　所　子育て支援センター

　時　間　１１時～１１時４５分（予定）
　対　象　５ヵ月～就学前児と保護者

栢予約・利用料不要

※詳しくはfacebookをご覧ください



16 Ｈ２９(２０１７).７.１　広報かしま

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
学校給食センターと松尾久美子さんが県食育賞を受賞

　５月３１日、佐賀市グランデはがくれ

で開かれた平成２８年度佐賀県食育賞表

彰式および事例発表会で給食センターが

県食育賞を、松尾久美子さん（井手）が県

食育賞『特別賞』を受賞されました。

　給食センターのバラエティに富んだ学

校給食の提供や２年連続『全国学校給食

甲子園』への出場などの取り組みが評価

され、事例発表もありました。

　松尾さんは野菜ソムリエプロの知識を活かし、地元食材を使ったレシピの考案

や伝統的な料理の普及活動を通じた食文化の継承、地元農水産物の消費拡大への

貢献が高く評価されました。おめでとうございます。

鹿島実高と中心商店街が、花いっぱい運動を開催

　６月１０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生徒約２００人、

商店街関係者約５０人の参加者は、鹿島

駅前から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、今回は、マリーゴールドやケイ

トウなどの花苗を約８００本植え込みました。今後は各商店が管理をし、花を咲

かせ続ける秋まで商店街に彩を与えてくれます。

鹿島市交通対策協議会長表彰式

　５月３０日、鹿島市役所で

『鹿島市交通対策協議会長表

彰式』が行われました。

　山口健一さん（横田）は、鹿

島地区安全運転管理者協議会

会長として、松本靖男さん

（小宮道）、山口信義さん（高

津原）、西村善典さん（龍宿浦）の３人は交通指導員として、それぞれ長きにわたり

鹿島市の交通安全の実現・推進に大きく貢献され、表彰されました。おめでとう

ございます。

寓西村さん、山口信義さん、山口健一さん 　寓松本さん

受章者紹介

５月２８日、佐賀県庁で開か

れた消費者支援功労者表彰式

で、１６年間消費生活相談員と

して、市の消費生活向上に大

きく貢献された中村薫さん（浜

新町）がベスト消費者サポー

ター章を受章されました。

おめでとうございます。

中村　薫さん

受賞者紹介

５月１０日、太良町しおさい

館で開かれた鹿島・藤津地区食

生活改善推進協議会総会で、

１０年以上の活動に対し、三

枝みさ子さん（井手分）が会長

表彰を受賞されました。

おめでとうございます。

三枝　みさ子さん

寓給食センター　　栄養教諭　　野菜ソムリエプロ
　　一ノ瀬所長　　江頭さん　　　松尾さん
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あいおいニッセイと地方創生に関する連携協定締結

　６月１５日、あいおいニッセイ同和損

害保険株式会社と地方創生に関する連携

協定を締結しました。

　内容は『地域・暮らしの安全・安心』

や『防災・災害対策』など６項目で、交

通安全セミナーなどの安全・安心に関す

る取組を連携して行う予定です。

県内一斉ふるさと美化活動が行われました

　６月４日の県内一斉美化活動に合わせ

て、市全体で一斉清掃を行いました。こ

の活動は、ごみなどの散乱を防止し、快

適な環境づくりを推進することを目的に

行われています。

　各地域や市内の企業・団体など、多くの

人が参加され、約５t（ごみ袋１,１００袋）

のごみを集めることができました。

　参加した久保山地区の子どもたちは、

「朝早く起きて、気持ちよかった。きれ

いになってよかった。」と感想を話して

いました。

　皆さんのご協力、ありがとうございま

した。

マイバックキャンペーンを行いました

　６月１４日、市内３つのスーパーで、

マイバッグキャンペーンを行ないました。

　キャンペーンでは、環境衛生推進協議

会の皆さんが「買い物袋を持参してレジ

袋の削減を」「マイバッグキャンペーン中

です」と店頭で声をかけながらマイバッ

クを配布しました。今年度は、１０月に

もキャンペーンを予定しています。

善 行 紹 介

６月１５日、株式会社ジェイ

エイビバレッジ佐賀様より、

昨年に引き続き地域貢献を目

的として自動販売機の売上げ

の一部を寄附していただき、

受納式を行いました。

市とは、『地域貢献型自動販売

機の運用に関する協定』を締結

しており、鹿島市民交流プラ

ザ内に３台、昨年の９月から

は鹿島新世紀センターに２台

の自動販売機を新たに設置し

ています。

寄附金は、ふるさと創生基金

に積立て、ふるさと創生事業

奨励金事業で地域振興に役立

てさせていただきます。

善 行 紹 介

６月１６日、七浦保育園様よ

り車椅子の寄附をいただきま

した。いただいた車椅子は鹿

島新世紀センター、鹿島市民

交流プラザに設置します。

車椅子は、七浦保育園の園児

たちが栽培した玉ねぎの販売

収益金により購入されたもの

です。
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
鹿島おどりを博多どんたくで披露

　５月４日、鹿島おどりの開催に先立っ

て、鹿島日本舞踊協会の皆さんが福岡市

で開かれた『博多どんたく港まつり』に

参加されました。

　『鹿島一声浮立』や福岡在住の歌手坂口

純子さんの歌をバックに『鹿島有明音頭』

などを披露し、鹿島市のPRをしていただ

きました。

　エアコンを使いこなして
　　　　　　　夏も冬も省エネ
　エアコンは室外と室内の温度差が大きくなると、消費電力

が増します。

　省エネといわれる『夏２８℃、冬２０℃』に設定し、室内

外の温度差を小さくしましょう。夏はエアコンと扇風機の併

用で、冬は服装を工夫して省エネを心がけましょう。

夏

冬

山本地方創生担当大臣
肥前浜宿を視察

６月１８日、山本地方創生担

当大臣が鹿島市に来られ、肥

前浜宿における地方創生の取

組みを視察されました。

県が地方創生拠点整備交付金

を活用してリノベーションす

る肥前浜駅を視察された後、

呉竹酒造東蔵で、酒蔵ツーリ

ズムなど肥前浜宿でのこれま

での取組み実績について説明

を受けられました。最後に市

が地方創生拠点整備交付金を

活用してお試し移住施設とし

て整備する旧筒井家（庄金）を

視察されました。

みんなで楽しく田植え、芋さし体験！

　５月２８日、『多良岳オレンジ海道を活かす会』が企画した農業体験に海童保

育園の園児たちが参加しました。

　体験は、太良町中尾地区の棚田で行われ、園児たちは泥まみれになりながら田

植えや芋掘りを夢中になって楽しんでいました。秋には、稲刈りや芋の収穫を

する予定です。
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このゴミどの袋・人権の輪

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　２０１６年７月２９日に東宝ゴ

ジラシリーズ第２９作目として、

『シン・ゴジラ』が公開されまし

た。ハリウッド版ゴジラの２作品

を含め３１作のゴジラシリーズの

スタートとなった第１作は、

１９５４年に本多猪四郎監督・円

谷英二特撮監督のコンビで製作さ

れました。当時社会問題化したビ

キニ環礁での核実験による第五福

竜丸の被爆事件を基に、本編の企

画が立てられました。

　海溝深く潜んでいたゴジラ

（ジュラ紀の恐竜）が、水爆実験に

より安住の地を追われ地上に現れ

ることで物語が始まります。人間

には到底及ばない圧倒的な力で破

壊を繰り返すゴジラですが、時折

物悲しい表情でほえる姿に人間社

会の有様を重ね合わせることがで

きます。

　２０１１年３月１１日の東日本

大震災・福島原発事故により、故

郷福島を離れて暮らす人が７万７

千人（２０１７年３月２７日現在

復興庁調べ）にのぼります。その

避難者に対して、「放射能がうつ

るから近づくな。」「福島県人はば

い菌だ。」「福島産で商売をする

な。」「放射能で体が光らないの？」

などのいじめや偏見・差別があり、

生活再編に苦しむ被災者に更なる

苦痛を与えています。横浜市に自

主避難した生徒が、転校先で悪

口・暴力・金銭要求等のいじめを

受け、「いままでなんかいも死の

うとおもった。でも、しんさいで

いっぱい死んだからつらいけどぼ

くはいきるときめた。」と手紙に記

しています。その言葉に呼応して

「東北に生まれてよかった。」と東

北支援のメッセージが多く寄せら

れています。

　福島県須賀川市生まれの円谷英

二さんが生み出したゴジラのうな

り声に、「偏見や差別をなくそ

う！！」の決意を新たにしたいと

思います。

ゴジラのうなり声に学ぶこと
～東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう！～
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

No.１３５

マークがあれば･･マークがあれば････
　プラスチック製品はプラスチック製品は、、容器包装プラスチック・ビニール容器包装プラスチック・ビニール袋袋にに

入れてください入れてください。。

ママークがなければ･･ークがなければ････
　プラスチック製品でもプラスチック製品でも、、燃えるごみ袋燃えるごみ袋に入れてください。に入れてください。

汚汚れていれば･･れていれば････
　プラマークが付いていプラマークが付いていてても、も、燃えるごみ袋燃えるごみ袋に入れてください。に入れてください。

そそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそ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ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
プププププププププププププププ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ラララララララララララララララマママママママママママママママママママママママママママママ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ははははははははははははははははははははははははははははは
つつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいててててててててててててててててててててててててててててて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かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？

ちょっとまって！ちょっとまって！！！

ごみ分別マメ知識
　カンの袋には、スチール缶や

アルミ缶はもちろん、スプレー

缶やカセットボンベのカン、お

菓子が入っていた缶やミルク

缶も入れて大丈夫です。

　ただし、スプレー缶は中身を

使い切り、穴を空けて出してく

ださい。

芦

斡

梓

扱
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鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵

圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧

圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧



20 Ｈ２９(２０１７).７.１　広報かしま

エイブルからのお知らせなど

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

　HP　http://kashima-able.com/

詳しくは

に行ってみよう

なつかしの映画上映会
第４回えいぶる事業

優秀映画鑑賞推進事業

と　　き　８月５日（土）・６日（日）

と　こ　ろ　エイブルホール　全席自由　発売中

料　　金　一般　１,０００円　　エイブル倶楽部会員　５００円　　高校生以下　５００円

　　　　　※前売当日とも　※４本分料金　※２日間有効

６日（日）５日（土）

１０時００分～１１時４９分　人生劇場　飛車角と吉良常１１０時００分～１１時３１分　不知火検校１

１２時００分～１３時３１分　網走番外地２１１時４０分～１３時２２分　次郎長三国志２

１４時３０分～１６時１２分　次郎長三国志３１４時２０分～１５時５１分　網走番外地３

１６時２０分～１７時５１分　不知火検校４１６時００分～１７時４９分　人生劇場　飛車角と吉良常４

～ 心 の 表 現 ～

　岩永京吉さんは鹿島市生まれで、日展や

日春展など多数入賞・入選され、家族愛と

自然観を表現した作

品を数多く描かれて

います。今回は、遺

族所蔵作品より『心

の表現』というテー

マで展示します。

展　　示　７月２日（日）～９月下旬

ギャラリートーク

と　　き　８月１９日（土）　１０時～

と　こ　ろ　エイブル２階　交流プラザ

講　　　　師　岩永京吉美術館館長　石川　宗晴さん

図書館からのお知らせ市　民
図書館

夏休み読書感想文教室
　読書感想文の書き方のコツを教えます。また、ブックトーク（本の

紹介）もあり、スタッフおすすめの本を借りることもできます。

と　　き　７月２７日（木）　１０時～１２時　※図書館は休館日

と　こ　ろ　エイブル３階研修室および図書館

申込方法　７月８日（土）９時３０分から電話、カウンター受付（先着順）

 岩永 　
いわなが

 京吉 　展
きょうきち床　の　間

コーナー

寓平戸の海

わくわく☆理科教室
　理系の図書館長といっしょに、実験やものづくりを楽しもう！

と　　き　８月２０日（日）　１４時～１６時

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

申込方法　７月２２日（土）９時３０分から電話、カウンター受付（先着順）

 　市民図書館 緯０９５４（６３）４３４３申込・問合せ先

　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

受 講 料と こ ろ開 講 期 間講　師定員講　座　名

無　料
佐賀西信用組合

３階会議室

７月２７日（木）

１３時～１５時３０分

増渕　治秀さん
（日本銀行佐賀事務所長）
渕上　達也さん

（佐賀西信用組合総務企画部長）

小学校

５・６年生

と

保護者

公開講座　
夏休み親子セミナー
～おかね博士になろう！～

無　料
鹿島市

干潟展望館

７月３０日（日）

１３時～１５時

藤井　直紀さん
（佐賀大学低平地沿岸
　　　海域研究センター）

２０人

公開講座　市民の科学講座
～有明海学２０１７～
　水中ドローンで観てみよう！
　有明海の海中・海底の不思議

５００円/１回
エイブル３階

研修室

８月２９日～１２月１２日
［火曜日　全１２回］
２０時３０分～２１時３０分

尾賀原　勝さん
（おがはら接骨院院長）

２０人
姿勢教室
～ストレッチポールを使って
　超簡単！体幹トレーニング～

寓寓網走番外網走番外地地 寓寓人生劇人生劇場場　飛車角と吉良飛車角と吉良常常寓寓不知火検不知火検校校 寓寓次郎長三国次郎長三国志志
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こんなときこのひとこと、学校だより

この表現は、「熱心に勉強する」という意味です。

№１３９

“hit the books”

今月のキーフレーズ

（ジェレミー）明日大切なテストがあるんでしょ？

（ピーター）うん。今夜必死に勉強しなきゃ。

Jeremy:
Peter:

Don't you have a big test tomorrow?
Yes. I have to hit the books tonight.

（ジョディ）ボブはどこ？

（トミー）彼は図書館だよ。

　　　　必死に勉強しなきゃって言ってたよ。

Jodi:
Tommy:

Where is Bob?
He is at the library. He said he had to hit 
the books.

（コートニー）昨日の夜かなり勉強した？

（クロエ）えぇ。今日のテストには十分勉強した

　　　　と思うわ。

Courtney:
Chloe:

Did you hit the books last night?
Yes. I think I studied enough for today's 
test.

鹿島小学校

校学 だ よ り

No.２４２

長崎市への修学旅行

毅平和公園で平和集会を行いました。

平和祈念像は思ったより大きかった

です。一羽一羽大切に折った折り鶴

をささげ、黙祷をしました。平和の

大切さを感じました。（山田真寿）

毅１日目は平和についていろいろと

学びました。フィールドワークでは

みんなで協力をしてがんばることが

できました。内野さんからの被爆体

験講話を聞いて、たくさんのものを

失った悲しみは変えられないけど、

今の平和を私たちが守っていきたい

と思いました。（楠根百亜）

毅ホテルで内野さんから平和講話を

してもらいました。平和の大切さや、

戦争の恐ろしさが分かりました。こ

れからも戦争がないようにしてほし

いなと思いました。私も平和の大切

さを人に教えたいです。（前田美咲）

毅僕たちは『長崎の歴史』をテーマ

に自主研修を行いました。崇福寺に

あった大きな鍋が印象に残っていま

す。この鍋で、災害があったときに

たくさんのご飯を炊いていたという

ことでした。その大きさに感動しま

した。（成松智矢）

　『平和・支え合い・自覚』をテーマに、５月２５･２６日と１泊２日の修学旅

行を行いました。この２日間の経験が子どもたちをより一層成長させてくれ

ることと思います。

～ 児 童 の 感 想 ～

寓平和集会の様子

ソフィア先生
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 　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

熱中症に注意しましょ熱中症に注意しましょうう

　熱中症は夏の暑い日だけに起こるとは限りません。

　梅雨明けしたばかりのころや、前日に比べ気温が急

に上昇した日は、体が暑さに慣れていないため、熱中

症になりやすくなります。特に、体温調節が十分でな

い子どもや高齢の人は注意しましょう。

予防法

・こまめに水分補給をしましょう。

・衣服は軽く、通気性・吸湿性のよい素材のものを選

　びましょう。外出時は帽子や日傘で直射日光を防ぎ

　ましょう。

・部屋の風通しをよくし、暑さがこもらないようにし

　ましょう。

・食事と十分な睡眠で体調を整えましょう。

　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

開いています。どなたでも参加できますので、参加希

望の人は保健センターまでお申込ください。

と　　き　７月１９日（水）１０時～１４時３０分

と　こ　ろ　エイブル２階調理実習室

申込締切　開催日の１週間前

会　　費　３００円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾

食改さんの料理教食改さんの料理教室室

　７月２８日は、『世界肝炎デー』です。

　肝炎予防のために、まず肝炎ウイルス検査を受けま

しょう。肝炎ウイルス検査については、２３ページ下

段をご覧ください。

肝臓週間　７月２４日（月）～７月３０日（日）

77月月２２８８日は世界肝炎デ日は世界肝炎デーー

　接種していない日本脳炎の予防接種を受けることができます。

　夏季休暇などを利用して予防接種を受けましょう。

対象者および接種期間

　毅平成９年７月２日から平成１９年４月１日生まれの人

　　接種期間　２０歳の誕生日前日まで

　毅平成１９年４月２日から平成２１年１０月１日生まれの人

　　接種期間　９歳から１３歳の誕生日の前日まで

種　　類　第１期（３回）、第２期（１回）のうち、予防接種を受けていないもの

持　参　品　母子健康手帳、予診票

※接種回数、接種間隔など、不明な点がありましたらご相談ください。

　また、予防接種を希望する人は、直接医療機関に申し込みをお願いします。

　 　鹿島市保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３詳しくは

予防接予防接種種

日本脳炎予防接種を受けましょ日本脳炎予防接種を受けましょうう

　予防接種を受ける際は、保護者同伴が原則で

す。特段の理由で保護者以外の人（親族）が同

伴する場合は『委任状』が、保護者が同伴せず

１人で受ける場合（１３歳以上に限る）は、保護

者の『同意書』が必要です。

　『委任状』または『同意書』が必要な場合は、

事前に保健センターへご連絡ください。
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　 　保健センター（エイブル１階）

　　　　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

と　　き　７月２８日（金）　受付１８時～１９時
　　　　　７月２９日（土）　受付９時～１０時
　　　　　８月２０日（日）　受付９時～１０時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

申込期限　７月１９日（水）

　胃がんや胃炎の原因と言われるピロリ菌検査を始めました。同時に肝炎ウィルス検診も行いますので、ぜひ、受

診してください。　※事前に申し込みをお願いします

ピロリ菌検査・肝炎ウィルス検診を実施しまピロリ菌検査・肝炎ウィルス検診を実施しますす

ピロリ菌検査
対　象　者　３０歳～３９歳になる人

　　　　　（昭和５３年４月２日～昭和６３年４月１日生）

内　　　　容　血液検査・問診

料　　　　金　３００円　※市民税非課税世帯・生活保護世帯の人は無料

定　　　　員　２００人　※申込期限内であっても定員になり次第、締め

　　　　　　　　　　切ることがあります

そ　の　他　申し込みをされた人には、後日問診票を送

　　　　　付します。

肝炎ウィルス検診
対　象　者　３０歳以上で、これまでに検査を受けたこと

　　　　　がない人

内　　　　容　血液検査・問診

料　　金　Ｂ型＋Ｃ型　７００円　※市民税非課税世帯・生活保

　　　　　Ｂ型のみ　　３００円　　護世帯の人、後期高齢者医

　　　　　Ｃ型のみ　　４００円　　療制度被保険者は無料

そ　の　他　６月に実施した検診申込書で申し込みされ

　　　　　た人は受診票をお送りしますので、希望の

　　　　　日程をご連絡ください。新たに希望される

　　　　　人は、申し込みの連絡をお願いします。

　東日本大震災により、岩手県の市町村（盛岡市、大船渡市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、八幡

平市、矢巾町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、野田村、九戸村）から住民票を異動しないで鹿島市に避難され

ている人のうち、市町村国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入されている人は、特定健診または後期高齢

者健診を避難先でも受診できます。詳しくは、それぞれの住所地（避難元市町村）までお問合わせください。

恭受診期限　平成３０年３月３１日　　　 　鹿島市保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３詳しくは

岩手県から住民票を移動しないで鹿島市に避難されている人岩手県から住民票を移動しないで鹿島市に避難されている人のの
特定健診または後期高齢者健診のお知ら　　　　　　　　　　　特定健診または後期高齢者健診のお知らせせ

がん検診を受けましょがん検診を受けましょうう

　がんの早期発見、早期治療を目的に、特定の年齢の人を対象に『子宮頸がん検診』の無料クーポン券を４月下旬

に、『乳がん検診』の無料クーポン券を６月下旬にそれぞれ交付しています。ぜひ、ご活用ください。

恭対象者の生年月日

　子宮頸がん検診　平成８年４月２日～平成９年４月１日

　乳がん検診　　　昭和５１年４月２日～昭和５２年４月１日

恭有効期限　平成３０年２月２８日

恭受診方法　指定医療機関での個別検診または市実施の集団検診

※詳しくは送付する案内をご覧ください

　 　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは
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情報掲示板　愚　お知らせ

 

 

　有明海と森林の保全のために、河

川の上流部に広葉樹を植樹していま

す。苗木の健全な育成のため下刈り

作業を行いますので、皆さんのご協

力をお願いします。

と　　き　８月５日（土）

　　　　　８時集合・出発（市役所前）

　　　　　１１時３０分解散予定

※荒天候時は８月１１日（祝）に順延

と　こ　ろ　柳坂市有林（バスで移動）

持　参　品　草刈鎌、軍手、タオル、

　　　　　水筒、帽子

※飲み物、弁当は事務局でも用意します

申込締切　７月２１日（金）

 　

　農林水産課農山漁村係

　緯０９５４(６３)３４１３

　姉０９５４(６３)２３１３

 

　愛護動物を遺棄（捨てる）したり、

みだりに傷つけたり、殺したりする

ことは〔動物愛護及び管理に関する

法律〕に違反となり、２００万円以下

の罰金または２年以下の懲役となり

ます。市でも子猫の遺棄が発生して

います。小さな命を守り不幸な命を

生み出さないため、飼い主が責任を

持ち育てていきましょう。

　また、市では、犬・猫の避妊、去

勢手術費用の助成を行っていますの

で、ご利用ください。

 　

　環境下水道課環境係

　緯０９５４(６３)３４１６

おお知知ららせせ
海の森　下刈り作業
に参加しませんか

詳しくは

動物の遺棄・虐待は
犯罪です！

詳しくは

 

　農業の担い手として就農する人を

対象に助成金を支給します。

対　　象　おおむね１８歳以上６５歳未満で、

　　　　　就農して５年以内の人

助　成　額　３０,０００円／月

申込締切　７月３１日（月）

※支給の可否は審査後連絡します

 　農林水産課農政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

 

　７月は、『社会を明るくする運動』

の強調月間です。

　この運動は、犯罪や非行の防止と、

罪を犯した人たちへの理解を深め、

それぞれの立場で力を合わせ、犯罪

や非行のない安全・安心な社会を築

いていくための運動です。市でもさ

まざまな『社会を明るくする運動』の

行事を開催します。皆さんのご理解

とご参加をお願いします。

 　生涯学習課社会教育・文化係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

新規就農者を支援します

詳しくは

社会を明るくする運動
にご協力を

詳しくは

 

　下水道認可区域以外で浄化槽を設

置する人は、補助の対象になります。

補助を希望する人は、着工前に申請

してください。

　ただし、浄化槽設置者講習会を受

講しているなど必要条件があります。

対象浄化槽・予定補助金

　５人槽　３３２,０００円（１３０㎡未満住宅）

　７人槽　４１４,０００円（１３０㎡以上住宅）

　１０人槽　５４８,０００円（二世帯住宅）

申請期限　補助予定数終了まで（先着順）

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４(６３)３４１６

 

　本年５月２９日（月）から、法務局

では、金融機関などに提出する法定

相続人に関する大量の戸除籍謄本に

代わるものとして、法定相続情報一

覧図の写しを作成し、証明する手続

きを始めました。

 　佐賀地方法務局武雄支局

　　　　　緯０９５４（２２）２７７９

家庭用浄化槽補助金
申請のお知らせ

詳しくは

法定相続情報証明制度
が始まりました

詳しくは

　平成２９年５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

鹿島商工会議所女性会総会５，０００円５月１２日祝　儀

名刺印刷代７，５６０円５月１８日その他

黄綬褒章受章および技能グランプリ敢闘賞受賞祝賀会５，０００円５月２５日会　費

のごみ人形（鹿島市・高興郡）友好結縁２０周年記念品５，２９２円５月２９日接　遇

鹿島藤津地区医師会定例総会懇親会５，０００円５月３１日祝　儀

４月からの累計　３６,８５２円２７，８５２円合　計

平成２９年５月市長交際費支出状況表

 

※（　　）内は前年比

怯梅雨に入りました・・・・雨で路面が濡れていると、車の制動距離は大幅に延

　びることがあります。特に雨天時は、車間距離を十分に取り、前を良く見

　て運転しましょう。　　栢思いやり運転で　脱ワーストワン！

 　鹿島警察署交通課　緯０９５４（６３）１１１１

平成２９年５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
（＋２８４）８,０５５件（－２９２）３,７２０人（＋　２）１６人（－２２７）２,８０４件佐 賀 県 内
（－０３５）４６３件（－０２８）１７８人（＋０１）２人（－０１８）１４２件鹿島警察署管内
（＋０１０）２４６件（－０１６）　９１人（　００）０人（－００６）７４件鹿 島 市 内
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情報掲示板　愚　お知らせ・募集

 

　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。

と　　き　７月２６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

※事前の申し込みをお願いします

 　

　鹿島市社会福祉協議会

　緯０９５４（６２）２４４７

 

　今年のサマージャンボ宝くじの賞

金は、１等・前後賞合わせて７億円で

す。サマージャンボミニ１億円、サ

マージャンボプチ１００万円も同時

発売です。この宝くじの収益金は市

町村の明るく住みよいまちづくりに

使われます。

発売期間　７月１８日（火）

　　　　　　～８月１０日（木）

抽　選　日　８月２０日（日）

 　佐賀県市町村振興協会

　　　　　緯０９５２（２５）１９１３

 

恭夏の作業もおまかせください

　『農作業』『草払い、草取り』『家事』

『庭木剪定』『はがき書き』など。

恭家庭菜園・果樹園などに剪定枝葉

のチップ（ＥＭ入り）はいかがですか

　『袋詰め』やトラック『バラ積み』で

販売しています。

恭刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソーなど

と　き　７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

恭会員を募集しています

対　象　６０歳以上または来年３月ま

　　　　でに６０歳になる人

説明会　７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

かしま未来（みら）んばけん！究会

申込・問合せ先

どん！どん！どん！
今年の夏は３つのジャンボ祭り

詳しくは

暑中お見舞い申し上げます
シルバー人材センター

詳しくは

 

 

　県や市の事業に対して、「私たち

ならもっと質の高い公共サービスを

提供できる」というCSOの皆さんか

らの提案を募集します。

募集期限　９月２９日（金）

応　募　先　佐賀県庁県民協働課

　　　　　緯０９５２（２５）７３７４

 く企画財政課企画係

　　　　　緯０９５４（６３）２１０１

 

　地球温暖化防止対策のため、家庭

で節電の取り組みをしていただく世

帯を募集します。

　参加世帯には九州内の、道の駅、

スーパー、コンビニなどで使用でき

るポイント券を差し上げます。

取組期間　７月～９月

募集締切　７月２１日（金）

 　

　九州版炭素マイレージ制度推進協議会

　（日本トータルテレマーケティング）

　緯０５７０（０８７）３３５

　URL　http://q-ecolife.com/

 

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

申込期限　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

募募 集集
CSO（市民社会組織）
からの提案を募集します

詳しくは

『九州エコライフポイント』
節電の夏期参加者募集

申込・問合せ先

平成２９年９月生
職業訓練受講生募集

詳しくは

 

　今年も鹿島が熱く燃える季節が

やってきました。おどりの参加者・

団体を募集します。

と　　き　８月４日（金）・５日（土）１９時～

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、

　　　　　練習に参加した団体

申込期限　７月７日（金）

　　　　　※土・日を除く

 　鹿島おどり事務局

　　　　　緯０９５４（６０）５１４５

 

　平成２９年度第２学期（１０月入

学）の学生を募集します。

　放送大学はテレビなどの放送やイ

ンターネットを利用して授業を行う

通信制の大学で、心理学・福祉・経

済・歴史・文学・自然科学など、幅

広い分野を学べます。

　出願などはインターネットでも受

け付けます。（http://www.ouj.ac.jp）

出願期間①～８月３１日（木）

　　　　②９月１日（木）～２０日（水）

※資料を無料で差し上げます

 く放送大学佐賀学習センター

　　　　　緯０９５２（２２）３３０８

ヤッサ！ヤッサ！
鹿島おどり参加者募集！

詳しくは

放送大学
１０月生募集

詳しくは

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

　臨時福祉給付金（経済対策分）の

申請期限は８月１０日（木）です。

　該当する人はお急ぎください。

　※郵送可（８月１０日必着）

 　〒８４９－１３１２　

鹿島市大字納富分２６４３番地１

鹿島市役所福祉課社会福祉係

緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは
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情報掲示板　愚　講習会・教室・相談

 

 

　地場産物を使って、親子で料理を

作ってみませんか。おじいちゃんお

ばあちゃんとの参加も歓迎。

と　　き　８月４日（金）９時～１２時

と　こ　ろ　エイブル２階調理実習室

対　　象　市内在住の児童・生徒、保護者

参　加　費　２００円／１人（予定）

定　　員　２４人（先着順）

持　参　品　エプロン・三角巾（バンダナ）

　　　　　・マスク・はし・上履き

　　　　　　・子ども用包丁（持っている人）

申込期間　７月３日（月）～１０日（月）

　　　　　※土日を除く８時３０分～１７時

 　市立学校給食センター　

　　　　　緯０９５４（６３）２４５３

 

と　き　７月１３日～８月２４日

　　　　※計６回　毎週木曜日

　　　　２０時～２１時

ところ　七浦海浜スポーツ公園プール

定　員　一般男女３０人

指導者　草野　晶子さん

参加費　３,０００円（保険料含む）

 　鹿島市体育協会事務局　

　　　　　緯０９５４（６２）３３７９

 

　『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　※８月１１日を除く

　　　　　毎週金曜日１０時～１１時３０分

と　こ　ろ　北鹿島体育館

　　　　　※９月８日はのごみふれあい楽習館

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

講講習習会会・・教教室室
親子料理教室に
参加しませんか

詳しくは

水中ウォーキング教室
受講生募集

詳しくは

ロコモ予防運動教室
参加者募集

申込・問合せ先

 

　郷土の歴史について、毎月発表や

見学を行っています。一緒にふるさ

との歴史を楽しみませんか。

時　間　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)

日程・内容・講師

噛７月６日（木）

　演題　藩祖鍋島直茂公と１０代直正公

　講師　富田　紘次さん

　　　　（鍋島報效会徴古館主任学芸員）

噛８月３日（木）

　演題　石造物から考える鹿島・大村家の動向

　　　　～いつ頃、何のために鹿島から大村に

　　　　　移ったのか？～

　講師　大石　一久さん（市文化財保護委員）

噛９月７日（木）

　演題　伊能忠敬の鹿島地方の測量

　講師　加田　隆志さん（市生涯学習課）

 　鹿島史談会事務局　杉谷

　　　　　緯０９５４（６３）２４８７

 

　全７回の学習会を開催します。

第２回『子どもの人権を守ろう』

と　　き　７月１３日（木）

　　　　　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

 

と　　き　７月１１日（火）

　　　　　１３時３０分～１６時

と　こ　ろ　アバンセ１階ホール（佐賀市）

講　　師　松本　晃さん

　　　　　（カルビー株式会社代表取締役会長兼CEO）

 　人権・同和対策課

　　　　　緯０９５４（６３）２１２６

鹿島史談会
鹿島の歴史講座

詳しくは

人権学習会を開催します

詳しくは

女性活躍推進のための
経営者向け講演会

詳しくは

 

　皆さんの参加をお待ちしてます。

と　　き　７月２７日（木）１０時～１３時

と　こ　ろ　のごみふれあい楽習館

　　　　　※託児あり（無料）

参　加　費　大人６００円　小人３００円

　　　　　※昼食を含む材料費

 　鹿島友の会　下村

　　　　　緯０９５４（６２）５９３０

 

　県内の料理店主人、料理人による

和食のお話と調理実習の教室です。

ぜひ、ご参加ください。

と　　き　７月３０日（日）１０時～１３時

と　こ　ろ　アバンセ３階調理実習室（佐賀市）

対　　象　県内小中学生と保護者

参　加　費　無料

定　　　　員　先着２０組（親子ペア２人）

※２人以上になる場合は事前にご連絡ください

申込方法　事前に申し込みください

 　

　佐賀県料理業生活衛生同業組合（楊柳亭内）

　緯０９５２（２３）２１３８

　姉０９５２（２３）２１３０

 

　ボランティアについて学んでみま

せんか？どなたでも参加できます。

と　　き　７月２７日（木）１４時～１５時４５分

と　こ　ろ　エイブルホール

内　　　　容　『もっと気軽に

　　　　　　楽しみながらボランティア』

講　　　　師　多良淳二さん

 　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

 

 

　登記、相続、遺言などの司法書士

による無料法律相談です。

と　　き　８月３日（木）１０時～１７時

無料相談電話番号

　緯０９５２（２９）０６３５

 　佐賀県司法書士会

　　　　　緯０９５２（２９）０６２６

おやつ講習会のご案内

詳しくは

親子でチャレンジ
和食教室

申込・問合せ先

ボランティア連絡協議会
講演会

詳しくは

相相 談談
司法書士による
無料法律相談

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２期の口座振替日は

７月３１日（月）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）
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　事前に申し込みが必要です。

と　　き　７月１６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

 

狂無料法律相談（市民優先）

　１３日（木）市役所５階

　受付１３時～１４時（先着６人）１３時３０分開始

　※行政相談と同日開催

　２７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　市役所５階

　１３日（木）１３時開始（１５時３０分まで）

　※無料法律相談と同日開催

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

狂人権相談

　市民交流プラザかたらい３階会議室

　６日（木）１０時～１５時

狂鍼 　  灸     マッサージ無料健康相談
しんきゅう

　　　　エイブル１階保健センター

　９日（日）１０時～１４時３０分

狂土地・建物に関する無料相談所　

　市民会館１階サロン

　２５日（火）１３時３０分～１６時３０分

狂こころの健康相談（臨床心理士対応）

　市民会館３階第２会議室

　１９日（水）９時３０分～１２時

　要予約　福祉課緯（６３）２１１９

狂発達障害児（者）専門相談　

市役所５階第６会議室

　２５日（火）１０時～１６時　要予約

　NPO法人それいゆ緯０９０（６２９６）７５５０

弁護士による
無料法律相談会

申込・問合せ先

その他の相談

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

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

　１０日（月）９時～１６時（時間外可）

　要予約　税務課緯（６３）２１１８

 

 

　第１０回になる今回は、フリーアナ

ウンサーの副田ひろみさんを迎えて、

よりいっそう楽しんでもらえるプロ

グラムを準備しています！

四県立宇宙科学館からのプレゼントあり四
と　　き　７月２日（日）１０時～１２時

と　こ　ろ　エイブル１階

　　　　　保健センター内いきいきルーム

※申込不要、どなたでも参加できます

 　市民図書館

　　　　　緯０９５４（６３）４３４３

 

　世界三大音楽院の一つモスクワ音

楽院からトップレベルの演奏家が来

日。気軽にクラッシック音楽に触れ

てみませんか。入場無料です。ぜひ、

ご応募ください。

と　　き　１０月３日（火）１８時３０分～

と　こ　ろ　エイブルホール

※７月中旬に入場整理券の応募を開始します

 　

　鹿島市民立生涯学習・文化振興財団

　緯０９５４（６３）２１３８

 

と　　き　８月１日（火）

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社周辺

内　　容

　胸祭典　１１時～

　胸若草保育園児アトラクション

　胸鯉つかみ　１４時～（予定）

　胸祐徳おどり大会　１９時～

 　鹿島市観光協会

　　　　　緯０９５４（６０）５１４５

イイベベンントト
図書館からのお知らせ

天の川お星さまおはなし会

詳しくは

エイブルのお知らせ

日露交歓コンサート２０１７

詳しくは

恒例　祐徳夏まつり

詳しくは

 

　鹿島の夏の風物詩、納涼花火大会

を開催します。夏の思い出に、ぜひ

お越しください。

と　　き　８月１９日（土）２０時～

　　　　　※雨天順延

打上場所　鹿島川河口付近

　　　　　（北鹿島新籠富山海岸）

※詳しくは広報かしま８月号に掲載します

怯『メッセージ花火』受け付けます

　還暦、誕生日などのメッセージ花

火を打ち上げてみませんか？

 　花火大会実行委員会事務局

　　　　　（鹿島市観光協会内）

　　　　　緯０９５４（６２）３９４２

 

　夏の風物詩“浜祇園祭”がやって

来ました。浜町一円で奉納踊子、野

畠面浮立、東部中吹奏楽部、子供み

こしが町を練り歩きます。

と　　き　７月１３日（木）～１５日（土）

※１４日（金）は浜大橋付近でイベントあり

と　こ　ろ　浜町・古枝大村方区一帯

 　浜公民館

　　　　　緯０９５４（６２）２５３４

 

　市内外の小中高校生を中心に作り

上げた、笑いあり涙ありの華やかな

お芝居と歌＆ダンスの舞台公演です。

　ご家族でお楽しみください。

と　　き　７月１６日（日）１４時～

と　こ　ろ　エイブルホール

入　場　料　無料

内　　容

　潤演劇『クール☆ボーイズ』

　潤歌とダンスのステージ

 　劇団ヤマト事務局　野崎

　　　　　緯０９０（２５０８）８３７４

 

狂第１学期終業式　

　２０日（木）　市内小中学校

　※鹿島小、古枝小は校舎改修のため２１日（金）

第３回鹿島市民
納涼花火大会

詳しくは

浜 祇園 祭
ぎおん

詳しくは

劇団ヤマト　夏公演

詳しくは

その他のイベント

情報掲示板　愚　相談・イベント

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

※『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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干潟を感じ干潟を感じるる

　６月１１６月１１日日、、高興郡 高興郡 ・鹿島市友好結縁２０周年記念大会・鹿島市友好結縁２０周年記念大会とと
コフングコフングンン

して開催されして開催されたた鹿島ガタリンピ鹿島ガタリンピッック。干潟に入る人も見ク。干潟に入る人も見るる
人も、会場にいるすべての人が鹿島の自然の豊かさを全身人も、会場にいるすべての人が鹿島の自然の豊かさを全身でで
体感していました体感していました。。

第第３３３３回鹿島ガタリ回鹿島ガタリンンピッピックク


