
№１０８５

　毎年恒例の『鹿島おどり』毎年恒例の『鹿島おどり』がが８月４日８月４日（金）（金）・・

５５日日（土（土））に開催されましたに開催されました。。

今年も市内外から多くのおどり隊と観客　今年も市内外から多くのおどり隊と観客がが

集まり『やっさ！やっさ！』の掛け声とともに集まり『やっさ！やっさ！』の掛け声とともに、、

鹿島のまちを熱く盛り上げました鹿島のまちを熱く盛り上げました。。

写写真真
第第５５４４回回　鹿島おど鹿島おどりり
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　８月４日、５日の両日、毎年恒例の鹿島おどりが開催され、総おどりでは、

市内外からそろいの法被や思い思いのコスチュームで、多くの団体が参加し

ました。今回は、鹿島の夜を熱く踊り歩いた、佐賀西信用組合、浜町振興会

が大人の部、執行分育友会、北鹿島小学校６年１組が子どもの部でそれぞれ

最優秀賞に、西牟田区、高津原区、小城おどり隊、横田四季の会が優秀賞に

選ばれました。

　小城市から参加の小城おどり隊の皆さん

は、「小城の祇園夏祭りでも、にぎやかでは

ずむような鹿島の一声浮立を踊っています。

鹿島おどりも毎年楽しく参加しています。」

と笑顔で話されました。

愚愚鹿島おどりが開催されまし鹿島おどりが開催されましたた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２

愚愚文化文化・・スポーツの結スポーツの結果果 ほか　ほか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３

愚愚みんなで守ろう地域公共交通みんなで守ろう地域公共交通・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４～７４～７

愚愚特特集集　敬老の敬老の日日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８～９８～９

愚愚情報掲示板ワイ情報掲示板ワイドド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０１０～～１３１３

愚愚９９月くらしのカレンダ月くらしのカレンダーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４１４～～１５１５

愚愚エイブルに行ってみよエイブルに行ってみようう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６１６

愚愚このごみどの袋 ほこのごみどの袋　ほかか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７・・・１７

愚愚トピックトピックスス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８１８

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９１９

愚愚９９月の健月の健康康・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０～２３２０～２３

愚愚情報掲示情報掲示板板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４２４～～２７２７

愚愚かしま伝承芸能フェスティバかしま伝承芸能フェスティバルル ほか　ほか・・・・・・・・・・・・２８２８
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　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）

文文化化・・スポーツの結スポーツの結果果お知
らせ
！

皐ＪＯＣジュニアオリンピックカップ

　第１０回全日本ジュニアテコンドー選手権大会

　開　催　日　７月３０日（長野県　松本市総合体育館）

　【キョルギ　小学３年生男子２８kg以下級】　

　　３位　前田　望来（北鹿島小３年）

　次世代オリンピック

　選手候補の発掘の場

　ともいわれるこの選

　手権大会で見事３位

　を獲得。前田選手所

　属の佐賀県テコンド

　ー協会鹿島支部２５

　年の歴史で初めての

　快挙です。

皐第５８回佐賀県吹奏楽大会

　開　催　日　７月２７日～３０日（佐賀市文化会館）

　【小学校Ａ部門】

　　金賞　鹿島小学校ファンタジーブラスバンド

　【中学校Ａ部門】

　　金賞　西部中学校吹奏楽部

皐第６２回九州吹奏楽コンクール

　開　催　日　８月１８日（福岡サンパレス）

　【小学校の部】

　　銅賞　鹿島小学校ファンタジーブラスバンド

皐第３４回全国少年少女レスリング選手権大会

　開　催　日　７月２１日～２３日（北九州市立総合体育館）

　【男子５年　３６kg級】　

　　優勝　松原　拓郎（北鹿島小５年）

　【女子５年　３３kg級】　

　　３位　松尾　環那（浜小５年）

　【男子６年　４６kg級】　

　　３位　甫木　元起（鹿島小６年）

皐第５４回佐賀県中学校総合体育大会

　陸上競技　開催日　７月２５日～２６日（県総合運動場陸上競技場）

　【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）

　【男子１１０ｍハードル】　２位　大德　将司（西部中３年）

　【低学年男子１００ｍハードル】　２位　永渕　豊人（西部中２年）

　【女子総合】　２位　西部中学校陸上部

　バレーボール競技

　開催日　７月２９日～３０日（中原体育館・鳥栖市民体育館）

　　２位　西部中学校女子バレーボール部

　卓球競技　開催日　７月２９日～３０日（基山町総合体育館）

　【女子個人戦】　優勝　本村　凜子（西部中３年）

　水泳競技　開催日　７月２５日～２６日（県総合運動場水泳場）

　【１００ｍ・２００ｍ平泳ぎ】　２位　森田　敏正（西部中１年）

　【４００ｍ自由形】　３位　前田　優花（西部中２年）

　空手道競技　開催日　７月９日（市村記念体育館）

　【個人形】　２位　北　莉暢（西部中１年）

文化・スポーツの結果

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！』』

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第 ２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２第 ２回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回　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
６月に開催して好評でした『伊能大図パネル展』　６月に開催して好評でした『伊能大図パネル展』のの

２回目の展示会を開催します。伊能大図パネルは２回目の展示会を開催します。伊能大図パネルは伊伊

能忠敬が作成した日本地図を原寸複製で樹脂パネ能忠敬が作成した日本地図を原寸複製で樹脂パネルル

に印刷したもので、パネルの上を歩きながら眺めるに印刷したもので、パネルの上を歩きながら眺めるここ

とができます。展示するパネルの大きさは南とができます。展示するパネルの大きさは南北北

２１m×東西１２mの広さがあります２１m×東西１２mの広さがあります。。

とと　　きき　９９月３０月３０日日（土）～１０（土）～１０月月１日１日（日）（日）９時９時～１７時～１７時

と こと　こ　ろろ　北鹿島体育北鹿島体育館館

 

　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

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

【【９９月３０月３０日日（土）（土）】】

蕎蕎伊伊能忠敬講演能忠敬講演会会 １３時３０分　１３時３０分～～

蕎蕎パネル展示説パネル展示説明明　[[１回目］１回目］１０１０時時～ ［２回目～　［２回目］］１４１４時時３０３０分分～～

【【１１００月月１１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　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。。

　　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年生以上小学５年生以上　※申込※申込９月５日９月５日（火）～（火）～

入場
無料
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みんなで守ろう
地域公共交通

　現在、市内の公共交通は、路線バスのほか、市内循環バス、高津原のりあいタ

クシーなどがあります。これらは、児童の通学や高齢者の通院、買い物など生活

の足として利用されており、鹿島市をはじめ国や県の補助金等によって運行を維

持しています。特に路線バスは利用者が年々減少しており、運行赤字額が大きく

なって維持することが大変困難な状況になっています。

　今年３月に住民、事業者、行政が一体となって策定した鹿島市地域公共交通網

形成計画に基づいて、誰もがいつまでも公共交通を利用できるように１０月

から一部の交通路線の見直しを行います。

　みんなで利用して地域公共交通を一緒に守っていきましょう。

１１１１１１１１１１００００００００００月月月月月月月月月月かかかかかかかかかからららららららららら路路路路路路路路路路線線線線線線線線線線ババババババババババススススススススススののののののののののダダダダダダダダダダイイイイイイイイイイヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤ改改改改改改改改改改正正正正正正正正正正ななななななななななどどどどどどどどどど一一一一一一一一一一部部部部部部部部部部運運運運運運運運運運行行行行行行行行行行がががががががががが変変変変変変変変変変わわわわわわわわわわりりりりりりりりりりまままままままままま１０月から路線バスのダイヤ改正など一部運行が変わりますすすすすすすすすすす
　主な変更点は以下のとおりです。詳しい変更内容はお尋ねいただくか、市ホームページをご覧ください。

毅生活交通路線

　太良線････････午前２便・午後２便をララベル経由に路線を変更

毅廃止路線代替バス路線

　新籠線････････路線を廃止し、予約型のりあいタクシーへ移行

　広平線････････路線を廃止し、予約型のりあいタクシーへ移行

　大野線････････１日の運行本数を１便減便

　柿原･尾崎線･･･尾崎－柿原間の路線を廃止し、予約型のりあいタクシーへ移行

　長野線････････１日の運行本数を２便減便し、月・水・金曜日に運行

　奥山線････････運行経路を浜三ツ角経由から久保山・誕生院前（ララベル）経由に変更

　矢答線････････１日の運行本数を１便減便し、月・水・金曜日に運行

路線バ ス

市内循環線　

運行経路と時刻を変更

市内循環バ ス

高津原線　

運行経路と時刻を変更し、全区間でフリー降車を実施

※フリー降車は経路線上のみ可能

高津原のりあい タクシー

市内循環バス、高津原のりあいタクシーの

詳しい変更内容は５ページをご覧ください

怯予約型のりあいタクシーを新たに運行します
　今回の見直しに伴い、全路線が廃止される地域の人が利用できる『予約型のりあいタクシー』を一部地域で新たに運

行します。利用する場合は、事前の登録と電話での事前予約が必要です。詳しくは市ホームページまたは該当地区に配

布する資料をご覧ください。

市市市市市市市市市市内内内内内内内内内内循循循循循循循循循循環環環環環環環環環環ババババババババババススススススススススとととととととととと高高高高高高高高高高津津津津津津津津津津原原原原原原原原原原・・・・・・・・・・予予予予予予予予予予約約約約約約約約約約型型型型型型型型型型ののののののののののりりりりりりりりりりああああああああああいいいいいいいいいいタタタタタタタタタタククククククククククシシシシシシシシシシーーーーーーーーーー運運運運運運運運運運市内循環バスと高津原・予約型のりあいタクシー運行行行行行行行行行行行
乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗っっっっっっっっっってててててててててて使使使使使使使使使使っっっっっっっっっってててててててててて！！！！！！！！！！ごごごごごごごごごご利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用あああああああああありりりりりりりりりりががががががががががととととととととととうううううううううう週週週週週週週週週週間間間間間間間間間間乗って使って！ご利用ありがとう週間！！！！！！！！！！！

潤市内循環バス　　　　　　１０月２日（月）～７日（土）

潤予約型のりあいタクシー　１０月２日（月）・４日（水）・６日（金）

潤高津原のりあいタクシー　１０月３日（火）・５日（木）・７日（土）

　　対　象　学生（小学・中学・高校生）、満６５歳以上の高齢者（昭和２８年４月１日以前生まれの人）、

　　　　　　障がい者（身体障がい者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の交付を受けている人）

　　　　　　※学生証、保険証、障がい者手帳等の提示を求められる場合がありますので必ず携行してください

対象者は全路線全便で運賃無料！　何回乗っても無料！

期 間 限 定

　 　

　　企画財政課企画係

　　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは
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６便４便３便２便１便高津原線（往路）

１３：００１０：４５１０：００９：１５８：３０

全

区

間

フ

リ

ー

降

車

かんらん

１３：０１１０：４６１０：０１９：１６８：３１旭ヶ岡保育園前

１３：０３１０：４８１０：０３９：１８８：３３吹上荘

１３：０５１０：５０１０：０５９：２０８：３５体育館前

１３：０７１０：５２１０：０７９：２２８：３７田澤記念館

１３：１１１０：５６１０：１１９：２６８：４１西峰団地

１３：１３１０：５８１０：１３９：２８８：４３旧公民館

１３：１４１０：５９１０：１４９：２９８：４４中ノ谷

１３：１６１１：０１１０：１６９：３１８：４６犬塚病院

１３：１８１１：０３１０：１８９：３３８：４８かたらい

１３：１９１１：０４１０：１９９：３４８：４９織田病院

１３：２２１１：０７１０：２２９：３７８：５２別府整形外科

１３：２４１１：０９１０：２４９：３９８：５４モリナガ

１３：２６１１：１１１０：２６９：４１８：５６高木眼科医院

１３：２９１１：１４１０：２９９：４４８：５９鹿島駅前

８便７便５便高津原線（復路）

１４：３０１３：４５１１：３０

全

区

間

フ

リ

ー

降

車

鹿島駅前

１４：３３１３：４８１１：３３高木眼科医院

１４：３５１３：５０１１：３５モリナガ

１４：３７１３：５２１１：３７別府整形外科

１４：４０１３：５５１１：４０織田病院

１４：４１１３：５６１１：４１かたらい

１４：４３１３：５８１１：４３犬塚病院

１４：４５１４：００１１：４５中ノ谷

１４：４６１４：０１１１：４６旧公民館

１４：４８１４：０３１１：４８西峰団地

１４：５２１４：０７１１：５２田澤記念館

１４：５４１４：０９１１：５４体育館前

１４：５６１４：１１１１：５６吹上荘

１４：５８１４：１３１１：５８旭ヶ岡保育園前

１４：５９１４：１４１１：５９かんらん

胸運　賃　大人３００円／回　高校生以下１００円／回　未就学児無料

胸運　行　毎週火曜日・木曜日・土曜日

胸運　休　祝日および８月１３日～１５日、１２月３１日～１月３日

高津原のりあいタクシー時刻表
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

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

橋
橋
橋

西　回　り

１５：２５１３：２５７：５５鹿島バスセンター

１５：２６１３：２６７：５６鹿島新町（織田病院前）

１５：２７１３：２７７：５７公園入口（佐賀西信用前）

１５：２７１３：２７７：５７幸通り

１５：２８１３：２８７：５８道場前

１５：２９１３：２９７：５９鹿島小学校前

１５：３０１３：３０８：００体育館前

１５：３１１３：３１８：０１西部中学校前

１５：３２１３：３２８：０２どんとこい前

１５：３４１３：３４８：０４　宿

１５：３４１３：３４８：０４農協前

１５：３８１３：３８８：０８行成

１５：４１１３：４１８：１１ララベル

１５：４３１３：４３８：１３ドラモリ・コメリ前

１５：４４１３：４４８：１４しめご橋

１５：４４１３：４４８：１４鹿島農協入口

１５：４５１３：４５８：１５小舟津

１５：４６１３：４６８：１６泉通り

１５：４７１３：４７８：１７鹿島市役所・エイブル前

１５：４８１３：４８８：１８鹿島中川

１５：４９１３：４９８：１９公園入口（中川たねもの前）

１５：５０１３：５０８：２０西牟田（別府整形外科前）

１５：５１１３：５１８：２１鹿島総合庁舎前

１５：５４１３：５４８：２４御神松

１５：５５１３：５５８：２５高木眼科前

１５：５６１３：５６８：２６鹿島新町（織田病院前）

１５：５７１３：５７８：２７鹿島バスセンター

東　回　り

１４：２５１０：０５９：０５鹿島バスセンター

１４：２６１０：０６９：０６鹿島新町（織田病院前）

１４：２７１０：０７９：０７高木眼科前

１４：２８１０：０８９：０８御神松

１４：３１１０：１１９：１１鹿島総合庁舎前

１４：３２１０：１２９：１２西牟田（別府整形外科前）

１４：３３１０：１３９：１３公園入口（佐賀西信用前）

１４：３４１０：１４９：１４鹿島中川

１４：３５１０：１５９：１５鹿島市役所・エイブル前

１４：３６１０：１６９：１６泉通り

１４：３７１０：１７９：１７小舟津

１４：３８１０：１８９：１８鹿島農協入口

１４：３８１０：１８９：１８しめご橋

１４：３９１０：１９９：１９ドラモリ・コメリ前

１４：４１１０：２１９：２１ララベル

１４：４４１０：２４９：２４行成

１４：４７１０：２７９：２７　宿

１４：４７１０：２７９：２７農協前

１４：５０１０：３０９：３０どんとこい前

１４：５１１０：３１９：３１西部中学校前

１４：５２１０：３２９：３２体育館前

１４：５３１０：３３９：３３鹿島小学校前

１４：５４１０：３４９：３４道場前

１４：５５１０：３５９：３５幸通り

１４：５５１０：３５９：３５公園入口（中川たねもの前）

１４：５６１０：３６９：３６鹿島新町（織田病院前）

１４：５７１０：３７９：３７鹿島バスセンター

運運運運運運運運運運行行行行行行行行行行ルルルルルルルルルルーーーーーーーーーートトトトトトトトトト変変変変変変変変変変更更更更更更更更更更にににににににににに伴伴伴伴伴伴伴伴伴伴いいいいいいいいいい時時時時時時時時時時刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻表表表表表表表表表表がががががががががが変変変変変変変変変変わわわわわわわわわわりりりりりりりりりりまままままままままま運行ルート変更に伴い時刻表が変わりますすすすすすすすすすす
胸運　賃　大人２００円／回　高校生以下１００円／回　未就学児無料

胸運　休　毎週日曜日および祝日、１２月３１日～１月３日
市内循環バ ス時刻表

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

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

橋
橋
橋
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のりば名No.

※鹿島バスセンター臼

※鹿島新町（織田病院前）渦

※
（佐賀西信用前）

公園入口嘘 （中川たねもの前）

※幸通り唄

※道場前欝

※鹿島小学校前蔚

※体育館前鰻

※西部中学校前姥

どんとこい前厩

※　宿浦

※農協前瓜

※行成閏

のりば名No.

ララベル噂

ドラモリ・コメリ前云

※しめご橋運

※鹿島農協入口雲

※小舟津荏

※泉通り餌

※鹿島市役所・エイブル前叡

※鹿島中川営

※西牟田（別府整形外科）嬰

※鹿島総合庁舎前影

御神松映

高木眼科前曳

市内循環バスのりば
のりば名No.

かんらん臼

旭ヶ岡保育園前渦

吹上荘嘘

体育館前唄

田澤記念館欝

西峰団地蔚

旧公民館鰻

中ノ谷姥

犬塚病院厩

かたらい浦

のりば名No.

織田病院瓜

別府整形外科閏

モリナガ噂

高木眼科医院云

鹿島駅前運

高津原のりあいタクシーのりば

※祐徳バス（株）の路線バス停留所を併用しています

市内循環バス・高津原のりあいタクシーの路線、のりば
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市市市市市市市市市市内内内内内内内内内内循循循循循循循循循循環環環環環環環環環環ババババババババババススススススススススとととととととととと高高高高高高高高高高津津津津津津津津津津原原原原原原原原原原ののののののののののりりりりりりりりりりああああああああああいいいいいいいいいいタタタタタタタタタタククククククククククシシシシシシシシシシーーーーーーーーーーのののののののののの利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用状状状状状状状状状状市内循環バスと高津原のりあいタクシーの利用状況況況況況況況況況況況
市内循環バ ス 高津原のりあいタクシー

　　平成２７年１０月～平成２８年９月

　　平成２８年１０月～平成２９年７月

　　平成２７年１０月～平成２８年９月

　　平成２８年１０月～平成２９年７月
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※市内循環バスは月３００人、高津原のりあいタクシーは月１００人の利用がないと運行を継続することが難しくなり

　ます。皆さんのご利用をよろしくお願いします。

おおおおおおおおおお得得得得得得得得得得なななななななななな『『『『『『『『『『乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗車車車車車車車車車車回回回回回回回回回回数数数数数数数数数数券券券券券券券券券券』』』』』』』』』』とととととととととと『『『『『『『『『『乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗継継継継継継継継継継割割割割割割割割割割引引引引引引引引引引券券券券券券券券券券』』』』』』』』』』ををををををををををごごごごごごごごごご利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用くくくくくくくくくくだだだだだだだだだだささささささささささお得な『乗車回数券』と『乗継割引券』をご利用くださいいいいいいいいいいい

３，０００円（１００円券４０枚）１，０００円お得！
１，０００円（１００円券１２枚）　　２００円お得！乗車回数券

　市内循環バス、のりあいタクシーの回数券を販売しています。ぜひ、ご利用ください。

市内循環バス　　

購入場所　祐徳バス中川営業所　　緯（６２）４５９５

　　　　　市役所３階企画財政課　緯（６３）２１０１

のりあいタクシー

購入場所　再耕庵タクシー本社　　緯（６２）２１７１

　　　　　市役所３階企画財政課　緯（６３）２１０１

　　　　　高津原公民館かんらん　緯（６２）３６１１循環バスの車内、のりあいタクシーの車内でも販売しています

１回あたり１００円お得になる乗継割引！
乗り継ぐたびに１日何回でも利用可能！

割引が適用となる場合

　高津原のりあいタクシー　学《乗継》岳　市内循環バス

　予約型のりあいタクシー　学《乗継》岳　市内循環バス

発行する日　のりあいタクシーの運行日

その他　

　喰当日限り有効で１回１枚のみ利用できます

　喰利用される場合は、乗り継ぎ前の降車時に運転手に

　　申し出て『乗継割引券』を発行してもらい、乗り継ぎ

　　先の支払い時に、『乗継割引券』と割引分（１００円）を差

　　し引いた運賃で支払ってください

乗継割引券

鴨利　用　例鴨
のりあいタクシー　《乗継》岳　市内循環バス

閣乗り継ぎ
運転手に循環バスへ乗り継ぐことを
伝えて、『乗継割引券』を受け取る

の
り
あ
い
タ
ク
シ
ー

『乗継割引券』を利用して、１００円を
差し引いた運賃を支払う

市
内
循
環
バ
ス



8 Ｈ２９(２０１７).９.１　広報かしま

　多年にわたり家族や地域社会に尽くしていただいた

お年寄りを敬愛し、長寿を祝う日として『敬老の日』

が定められています。

　この日を契機として、皆さん一人ひとりがさまざま

な高齢者の問題を身近なこととして理解しましょう。

　そして、だれもが生きがいを持ち健康で安心して生

活できる豊かな長寿社会を目指しましょう。

みんなで祝いましょう

敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬老老老老老老老老老老のののののののののの敬老の日日日日日日日日日日日

怯敬老行事
　この日を中心に各地区で敬老行事が行われますので、

積極的にご参加ください。詳しくは、案内状をご覧く

ださい。

怯関連事業
　高齢者の健康と長寿を祝って次の事業を行います。

潤敬老祝金と敬老祝品の贈呈
　［国］

　　今年度で１００歳になる人に祝状と祝品を贈ります。

　［鹿島市］

　　今年度で８８歳になる人と１００歳以上の人に祝金を贈

　　ります。

　　※市内に１年以上かつ９月１日に住所を有する人

　　　が対象です。

　 敬 老 行 事 の 場 所 と 日 程　

区ごとに開催鹿　島：

区ごとに開催能古見：

９/１８　１０時～祐徳稲荷神社参集殿古　枝：

９/１８　１０時～臥竜ヶ岡体育館　浜　：

９/１８　１０時～北鹿島体育館北鹿島：

９/１８　１０時～七浦海浜スポーツ公園　体育館七　浦：
高齢者福祉に関する相談・問合せ先

　保険健康課長寿社会係　　　　

　緯０９５４（６３）２１２０

　地域包括支援センター

　緯０９５４（６３）２１６０

　私たち市民は、高齢者が家庭や社会で尊重され、生きがいとゆとりのある健康長寿と福祉のまちづくりを

めざし、この憲章を定めます。

　一、高齢者を尊敬し、みんなでささえあうまちをつくりましょう。

　一、高齢者が、生涯を通じて学び、生きがいのある暮らしができるまちをつくりましょう。

　一、高齢者すべてが、心身ともに健やかに、自立した生活ができるまちをつくりましょう。

　一、高齢者のゆたかな知識と経験を生かし、社会の一員として活躍できるまちをつくりましょう。

　一、高齢者が安心して暮らせるよう、保健・医療・福祉の充実したまちをつくりましょう。

鹿島市高齢者憲章　平成１８年３月制定

特集　敬老の日
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健康づくり教室参加者募集！　～ロコトレでロコモ予防～
　『立つ』『歩く』などの動きをコントロールする骨、

関節、筋肉などの運動器の動きが低下することをロコ

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

してしまうこともあります。

　これを機会に運動しませんか？参加無料です。

 

　地域包括支援センター　緯０９５４（６３）２１６０

申込・問合せ先

と　　き　①１０月６日～１２月２２日　※１１月３日を除く
　　　　　　毎週金曜日１０時～１１時３０分
　　　　　②１０月１６日～１２月１８日　
　　　　　　毎週月曜日１３時３０分～１５時
と　こ　ろ　①臥竜ヶ岡体育館　②林業体育館
内　　容　ストレッチ・リズムダンスなど
※②の月曜日の教室は、運動ボランティアの勉強もできます
対　　象　おおむね４０歳以上
参　加　費　無料
持　参　品　タオル、飲み物、動ける服装など

怯高齢者福祉サービスの紹介

※サービスによっては、事前に市から訪問調査を行います。その結果、利用できるかどうかの判定が必要になります。

　また、介護保険サービスと併せて利用できるサービスもありますので、ご相談ください。

愛の一声ネットワーク

ひとり暮らしの高齢者の人を中心に

ネットワークをつくり、声掛けなど

による見守りを行います。

緊急通報設置

ひとり暮らしの人に緊急通報装置を

取り付け、近隣の人による見守りを

行います。

その他の
　　サービス

生きがいデイサービス

レクリエーション、健康チェック、

入浴、昼食などで楽しい１日を過ご

せます。

陶芸教室

陶芸を通じて仲間づくりを目指します。

シルバー人材センターでの活動

さまざまな経験を生かして働くこと

により生きがいを高めます。

老人クラブ活動

生きがいと健康づくりによる元気な

高齢者づくりに取り組んでいます。 元気な人へ
 生きがいづくり、
 介護予防への支援

紙オムツ支給

在宅で常時失禁状態にある高齢者の

人に対し、所得に応じて紙オムツま

たはその給付券を支給しています。

高齢者位置検索システム

徘徊行動がみられる高齢者を介護し

ている家族に、高齢者位置検索シス

テム利用時の初期費用を助成します。

介護が必要な人へ
　　　　お手伝い

軽度生活援助

ひとり暮らしの高齢者、または高齢

者のみの世帯で、生活面で援助の必

要な人に、調理・洗濯・掃除などを

お手伝いします。

食生活改善事業（会食）

ひとり暮らしの高齢者が公民館など

に集まり一緒に食事を作って食べ、

食生活を改善します。

グループリビング

近くに身寄りがなく、自立した高齢

者が共同で助け合うことで、自立し

た生きがいのある生活をおくります。

配食サービス

ひとり暮らしの高齢者、または高齢者のみの世帯で調理のできない人、健康

管理の必要な人に栄養のバランスのとれた食事をお届けします。

グループリビングショートステイ

ひとりで家にいるのが不安な人や家

族が不在のとき、グループリビング

の空き部屋に短期間の宿泊ができま

す。

支援が必要な人へ
生活へのお手伝い

特集　敬老の日
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就業構造基本調査のお知らせ
お
知
ら
せ

　平成２９年１０月１日現在で、就業構造基本調査を実施します。

　この調査は、ふだん仕事をしているかどうかや就業に関する希望等について

調査するもので、５年に一度全国一斉に実施され、本年はその実施年に当たり

ます。調査対象となった地域では、８月下旬から担当調査員が準備調査のため

に各世帯を訪問しておりますので、ご協力をお願いいたします。

調 査 対 象 地 域

城内・高津原・西牟田・行成・執行分・井手分・末光・小舟津・犬王袋の一部鹿島地区

伏原・中浅浦の一部および東三河内全域能古見地区

大村方・上古枝の一部古枝地区

 南舟津の一部浜地区

中村・森・常広の一部北鹿島地区

音成の一部および西葉全域七浦地区

　 　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４詳しくは

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　９月２０日（水）　（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１０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

『マダニ』と『ヒアリ』に注意してください
お
知
ら
せ

『マダニ』による感染症に注意！
　マダニによる感染症の１つである重症熱性血小板減

少症候群（SFTS）が鹿島市でも確認されています。　　

　SFTSには、ウイルスを保有しているマダニに咬まれ

ることによって感染します。

　特にマダニの活動が盛んな春から秋にかけては注意

が必要です。草むらや藪などマダニが生息する場所で

活動する場合、肌の露出を少なくして対策しましょう。

　吸血中のマダニに気づいた場合は、無理に引き抜こ

うとせず、できるだけ医療機関（皮膚科）を受診してく

ださい。

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

特定外来生物『ヒアリ』について
　佐賀県内ではヒアリは確認されていませんが、毒を

もっているためご注意ください。

　ヒアリの毒への反応は人によって大きく異なります。

刺された場合は２０～３０分程度安静にし、体調が急

変した場合は救急車を要請するなど、すぐに医療機関

を受診してください。その際、「アリに刺されたこと」

「アナフィラキシーの可能性があること」を伝えてく

ださい。ヒアリと思われるアリを発見した場合は、刺

激したりせずにご連絡ください。

 　佐賀県有明海再生・自然環境課

　緯０９５２（２５）７０８０（平日８時３０分～１７時１５分）

　緯０９５２（２４）２１１１（土・日・祝日および上記時間以外）

詳しくは
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市内の事業者・団体等の皆さんへ

鹿島の生活支援便利帳に掲載しませんか
お
知
ら
せ

　市内の事業者や団体などの便利な情報をまとめた鹿島の生活支援便利帳『こりゃ、たすかっね～』を作成します。

　弁当の配達や移動販売をしている、電球１個の交換でも自宅まで訪問できる、訪問理容や美容をしている（送迎で

きる、バリアフリー）など、高齢者や障がい者の人に便利なサービスの情報を掲載しませんか。

申込方法　申込用紙を郵送、ＦＡＸまたは

　　　　　社会福祉協議会事務所まで持参

　　　　　してください。

申込期限　平成２９年１２月末日

 　〒８４９－１３１１

　鹿島市大字高津原４３２６番地１　市民交流プラザかたらい３階

　鹿島市社会福祉協議会　緯０９５４（６２）２４４７

　　　　　　　　　　　　姉０９５４（６２）３９５９

申込・問合せ先

あなたにもできる自殺予防のための行動
－９月１０日（日）から９月１６日（土）までは『自殺予防週間』です－

お
知
ら
せ

大切な人・身近な人の心の声を聞く４つのポイント。

家族や仲間の変化に気づき、声をかける

不眠・身体の不調・欠勤・酒量の増加など悩みを抱え

ている人が発するサインに気づき、「眠れてますか？」

など、自分にできる声かけをしてみましょう。

まずは相談を！心の悩み・不安の電話相談

　佐賀いのちの電話　　　　緯０９５２（３４）４３４３（２４時間　年中無休）

　自殺予防いのちの電話　　緯０１２０（７８３）５５６（毎月１０日８時～翌日８時）

　佐賀県自殺予防夜間相談　緯０１２０（４００）３３７（毎日１時～７時）

　※市では月に１回、臨床心理士による心の健康相談を行っています。どなたでも利用できますので、電話予約ください。

　※自殺対策事業（ゲートキーパー研修会）を行っています。希望される団体がありましたら、担当者までご相談ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　福祉課障がい福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

温かく寄り添いながら、じっくりと見守る

話を聞いた→専門家を紹介した→万事解決、というこ

とはまずありません。一見元気になったように見えて

も、悩みは繰り返すものです。寄り添いながら、長期

間見守る必要があります。

本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける

話をじっくり聞き、その気持ちを肯定的に受け止める

と、その人は気持ちが落ち着いて、本来の自分を取り

戻すことができるのです。この「 傾聴 」は、悩みを聞
けいちょう

くうえで常に心がけたいことです。

早めに専門家に相談するよう促す

悩みや問題はさまざまです。相談を受けた側も、一人

では抱え込まず、プライバシーに配慮した上で、医療

機関・公的機関等の専門家への相談につなげましょう。

予約申込電話番号　（受付時間８時３０分～１７時１５分）

　０９５４（２３）０１２１（武雄年金事務所お客様相談室）

　音声案内が聞こえます。はじめの質問に①番を押し、

　次の質問に②番を押す。

　※土・日・祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）除く

相談時間帯

　月～金曜日（祝日を除く）　８時３０分～１７時１５分

　第２土曜日　　　　　　　９時３０分～１６時

　週の初日　　　　　　　　１７時１５分～１９時

年金相談の予約制のお知らせ
－武雄年金事務所による年金相談です　ぜひご利用ください－

お
知
ら
せ

　年金相談にお越しの際は、年金手帳など本人であることを確認できるものを持参してください。なお、代理の人

が来られる場合は、委任状および代理人であることが確認できるもの（免許証など）が必要です。

 　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７詳しくは
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怯下水道の役割

　海や川の汚染原因の７０％は家庭の台所での炊事や

洗濯・入浴などの『生活排水』だといわれています。

　下水道は、トイレだけでなく、これらの『生活排水』

も下水道管を通して集め、浄化センターできれいにし

て海へ流しています。

怯下水道はくらしと環境を守ります

　毅生活環境が改善されます

　　覚悪臭やハエなどの発生を防ぎます。溝掃除も楽

　　　になります。

　毅水洗トイレが使えます

　　覚掃除等のお手入れが簡単で、お年寄りや子ども

　　　も安心して使えます。

　現在、北鹿島・大字高津原・大字納富分・大字重ノ

木の一部区域で下水道が使えるようになっています。

　鹿島市の未来に豊かな自然を残すためにも、ぜひ下

水道への接続をお願いします。

　なお、排水設備の工事については、市の指定工事店

へお問い合わせください。

　下水道についてお尋ねになりたいことがありました

ら、気軽にご相談ください。

 　環境下水道課下水道係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

９月１０日は『下水道の日』
お
知
ら
せ

所　在　地　古枝甲９５６ー２、古枝甲９５６ー１７

住宅概要

隅５階建エレベーター無し。間取りは全て３ＤＫ

隅駐車場有り

隅家賃は２８,０００円～３３,０００円（棟・階数により変動）

隅敷金は家賃2カ月分

※市外からの転入者に対する優遇措置有り

対　象　者

　１０月～平成３０年３月までに入居を希望する人

申　込　書

　９月４日（月）から都市建設課で『入居申し込みのご

案内』を配布します。（土・日・祝日を除く）

※市ホームページからもダウンロードできます

募集戸数　未定（空き部屋の状況による）

受付期間　９月１１日（月）～１５日（金）　９時～１７時

抽　選　会　９月２２日（金）

※抽選結果により順次空き部屋をご案内します。

 　都市建設課住宅係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１５

詳しくは

市営古枝住宅の入居予備者を募集します
募
　
集

　定住促進住宅市営古枝住宅に入居希望する人を募集します。詳細はお問い合わせください。

売払価格都市計画用途地域面　積地　目住　所物件番号

売

払

物

件

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

市有物件（土地）を売り払います
お
知
ら
せ

受付開始　９月１日（金）　※随時受付　　　参加資格　個人または法人

申込方法　市役所（２階）都市建設課住宅係までお越しいただくか、市のホ

　　　　　ームページから必要書類をダウンロードして提出してください。

　 　都市建設課住宅係

　　　　　　緯０９５４（６３）３４１５

詳しくは
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みんなで守ろう！鹿島の救急医療！
－９月９日（土）は『救急の日』　３日（日）から９日（土）までは『救急医療週間』－

お
知
ら
せ

　『救急の日』は、救急医療および救急業務に対して皆さんの理解と認識を深めていただくことを目的に、全国一

斉に普及啓発活動が行われます。まだまだ残暑が続きます。体調管理には十分気をつけましょう。

 　鹿島消防署救急係　緯０９５４（６３）１１１９詳しくは

献血のご案内
　今年も鹿島消防署で、献血を行います。

と　　き　９月９日（土）　９時～１３時

と　こ　ろ　鹿島消防署内駐車場

対象年齢　（男性）１７歳～６９歳　（女性）１８歳～６９歳

　　　　　※６５歳以上の人は６０歳から６４歳まで

　　　　　　に献血の経験がある人に限ります

四多数の皆さんのご協力をお願いします四

救急車を呼んだ方がいいか迷ったら・・・

小児救急医療電話相談

緯＃８０００

潤休日・夜間の急な子どもの

病気にどう対処したらよいか、

小児科医師・看護師へ電話相

談することができます。開設時間　１９時～翌８時

杵藤地区医療情報案内

緯０９５４（２２）４２０７

潤「救急車を呼んだ方がいい

か分からない」「休日・夜間

に病院を受診したい」という

ときに利用してください。

怯熱中症予防

　喰水分をこまめに取ろう

　喰睡眠環境を整えよう

　喰室内を涼しくしよう

　喰熱中症指数をチェックしよう　

　喰涼しい所に移動する

　喰水分、塩分を摂る

　喰うちわで扇ぐ、

　　冷却パックで身体を冷やす　

怯熱中症を疑ったら

熱中症者数は気温と湿度の上昇に伴い、年々増加しています。
熱中症は対策をしっかり行うことで予防ができます。残暑を乗り切りましょう！

　９月２１日（木）から３０日（土）まで

の１０日間、全国一斉の『秋の交通安

全県民運動』が実施されます。

　皆さんも一人ひとりが交通ルールを

守り、交通事故防止に努めましょう。

秋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

 　総務課防災係　緯０９５４（６３）２１１２詳しくは

全国重点

　潤子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止

　潤夕暮れどきと夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止

　潤すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

　潤飲酒運転の根絶

佐賀県重点　追突事故の防止

　子宮頸がん予防ワクチンの接種後に、持続的な痛みなど

の副反応により生活に支障がでた人の支援のため、専用の

相談窓口が設けられていますので、ご相談ください。

※詳しくは、県ホームページをご覧ください

受付時間　月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）

　　　　　８時３０分～１７時

子宮頸がん予防ワクチンの予防接種後の相談窓口 【医療、救済などに関する相談窓口】（総合相談案内）

　県健康福祉部健康増進課

緯０９５２（２５）７０７５

【学校生活に関する相談窓口】

　県教育庁保健体育課

緯０９５２（２５）７２３４
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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
嬉野市うれしのふくだクリニック　緯０９５４（４２）１２１１５日
鹿島市中村医院　　　　　緯０９５４（６３）９２３４１２日
嬉野市森医院　　　　　　緯０９５４（４３）０７２５１９日
嬉野市谷口医院　　　　　緯０９５４（６６）３５６８２６日

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

September

９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！

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

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６・２０・２７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７月生まれ

１３時３０分～１３時５０分２１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２０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５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～就学前児と保護者　※要申込（先着１０組）

１０時～１０時３０分２６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９月生まれ（希望者のみ）

１３時４５分～１４時２８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６日（水）成人健康相談

内　容　歯・栄養の話、赤ちゃんのお風呂の入れ方
対　象　妊娠６か月以降の妊婦　※要申込

１３時１０分～１３時３０分１日（金）マタニティスクール

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

２７日（水）
４か月児健診

（平成２９年５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）

２８日（木）
１歳６か月児健診

（平成２８年２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）

７日（木）
３歳６か月児健診

（平成２６年２月生まれ）

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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２・９・１６・３０日（土）、
３・１０・１７・２４日（日）、
１８・２３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）

５・１２・１９・２６日（火）、
１８・２３日（祝）

子育て支援センター
（わ・わ・わ　ぽっと）

４・１１日（月）、
１５日（金）～２９日（金）

市民図書館

４・１１・２５日（月）、１９日（火）
生涯学習センター
（エイブル）

５・１２・１９・２６日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

４・１１・２５日（月）、１９日（火）
２４日（日）

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）３０６３３日（日）
オダ薬局中村医院　緯（６３）９２３４１０日（日）
溝上薬局北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６１７日（日）
アルナ薬局鹿島店納富病院　緯（６３）１１１７１８日（祝）
アルナ薬局浜町店薬師寺医院　緯（６３）５２８１２３日（祝）
西牟田薬局吉田病院　緯（６２）３２０３２４日（日）

平成２９年７月３１日現在

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿島市

世帯９＋人１２－世帯１０,７９６人２９,８８９

世帯２－人２１－世帯　５,４０２人１３,９２７鹿　島

世帯２＋人１－世帯　１,１６３人  ３,５７６能古見

世帯０人１－世帯　１,０４５人  ３,１３０古　枝

世帯３＋人１０＋世帯　１,０２５人  ２,８８７浜

世帯５＋人２－世帯　１,２２２人  ３,５０６北鹿島

世帯１＋人３＋世帯　　　９３９人  ２,８６３七　浦

人５－人１４,０６８男

人７－人１５,８２１女

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
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

　２日（土）
　３日（日）
　９日（土）
１０日（日）
１６日（土）
１７日（日）
１８日（祝）
２３日（祝）
２４日（日）
３０日（土）

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

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

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

怯ひろばの集い

１１日（月）

『バックパンツで

　ファッションショーday♪』
　時　間　１１時～１１時４５分（予定）

２５日（月）

『よちよちミニ・

　　　　うんどうかいday四』
　時　間　１０時３０分～１２時　※受付１０時～

（共　通）

　場　所　子育て支援センター

　対　象　５か月～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
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エイブルからのお知らせなど

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！
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

『ルパン三世』音楽の生みの親、大野雄二が新生『ルパンティック・シックス』

を率いたジャズコンサート。　チケット発売中

と　　き　１０月２９日（日）１６時～

と　こ　ろ　市民会館（全席指定）

料　　金　大人　　　　２,０００円

　　　　　高校生以下　１,０００円

※当日各５００円増し（会員の割引はありません）

※宝くじの助成により、特別料金となっています

宝くじ
文化講演

大野雄二＆ルパンティック・シックス
～ Lupintic Jazz Night～

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

受 講 料と こ ろ開 講 期 間講　師定員講　座　名

無料
※別途材料代
１００円程度必要

エイブル３階

研修室

９月１５日（金）
１９時～２１時

※参加者が未成年の場合は保護者同伴
佐賀市星空学習館２０人

星空観望会＆星座万華

鏡をつくろう
公

開

講

座

無料干潟展望館
１０月１日（日）

１３時３０分～１５時３０分
吉野　健児さん　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
市民の科学講座『有明海学２０１７』
　喰イキモノ観察『モニタリング』
　　生き物の行動を調べてみよう

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
１０月１１日（水）
１０時～１２時

松尾　久美子さん２０人
鹿島の味めぐり

（水曜コース）

 岩永 　
いわなが

 京吉 　展
きょうきち床　の　間

コーナー

～ 心 の 表 現 ～
　今年生誕１００周年の日本画家、岩永京

吉さんの作品を展示中です。

　岩永京吉美術館館長の石川宗晴さんがま

とめられた『岩永京吉作画の足跡』と制作

日誌に基づいた岩永

さんの『心の表現』

をテーマに展示して

います。昭和１０年

に模写された『鳥獣

人物戯画全三巻』は、

１０メートルを超える大作です。

展　　示　９月２９日（金）まで

【特別整理期間およびシステム更新のため休館します】
　蔵書の総点検や施設の整備などを行います。ご迷惑をおかけしま
すが、ご理解とご協力をお願いします。
本の返却　本のポストをご利用ください（エイブル正面玄関右側）
※CD・DVD・ビデオ・雑誌・紙芝居・大型絵本は、破損の恐れがありますので、
　本のポストへ入れず、９月３０日（土）以降に直接カウンターへお返しください。
蔵書検索・ウェブ予約
　期間中、図書館のホームページは利用できません。
　予約確保の連絡は、９月３０日（土）以降となります。

興ペッパーくんとおはなし会興
　かわいくてかしこいロボット・ペッパーくんが図書館にやってくる
よ！おはなし会では、絵本の読み語りに挑戦してくれるかも!?
と　き　９月３０日（土）１４時～　　ところ　おはなしの部屋

　　　　　 　鹿島市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

休館・ＨＰ閲覧停止のお知らせ
９月１５日（金）～２９日（金）

市　民
図書館

寓寓岩永京吉さ岩永京吉さんん

第５回
えいぶる事業 OMURA室内合奏団親子コンサート

『大村室内合奏団』の本格的な演奏を、幼児から楽しめる親子コンサート。

と　　き　９月２４日（日）１４時～　発売中

と　こ　ろ　エイブルホール（全席指定）

料　　金　大人（一般）　　　　　１,０００円

　　　　　大人（会員）　　　　　　５００円

　　　　　高校生以下（一般）　　　５００円

　　　　　高校生以下（会員）　　　無料

※３歳未満は大人１人につき１人膝上鑑賞可。（ただし、席が必要な場合は有料）

※おむつ替え、授乳スペースあり
賛演奏曲
　ピーターと狼　ほか
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このごみどの袋・人権の輪

　先日、図書館に行った時のこと

です。夏休みということもあって

涼しい館内は子どもたちでいっぱ

いでした。「そりゃいい考えだ

…。」男性の声がしたので、見ると、

女の子を膝にだっこしながらお父

さんが絵本を読んでいました。そ

の子は大きな膝の上で実にうれし

そうに聞き入っていました。

　また、福岡で地下鉄に乗った時

のことです。「すいません」と言い

ながら混み合う車内に赤ちゃんを

乗せたベビーカーを押して若いお

父さんが乗り込んできました。お

母さんは、２歳ぐらいの子の手を

引いています。男子高校生のグ

ループがすぐにベビーカー優先

マークの場所を空けてくれました。

夫婦は「すいません。」と頭を下

げながら、ベビーカーを優先マー

クの場所に止めました。すやすや

と眠る赤ちゃんの顔を見ながらさ

わやかな気分になりました。公共

の場では、ベビーカーを畳んでほ

しいという反対意見もあったそう

ですが、子育て世代を応援し、周

囲への理解を求める意味も込めて

このマークができたと聞きます。

２つの話は、さりげないことです

ができることから協力して育児を

担う男女共同参画の活動です。

　すべての人が互いの人権を尊重

し、女性も男性も性別に関係なく、

それぞれの個性と能力を十分に発

揮できる男女共同参画社会の実現

には、「夫は仕事、妻は家庭」と

いう性別役割分担意識をなくして

いかなければなりません。県では、

『佐賀男ディ五段チャレンジ』に

取り組んでいます。①イケメン

チャレンジ②イクメンチャレンジ

（育児）③イキメンチャレンジ（地

域の子育て活動）④イクボスチャ

レンジ（経営者・管理者として）⑤

ケアメンチャレンジ（介護支援）男

性のライフステージごとに抱える

テーマに応じて意識改革を進めて

います。女性活躍が進むような環

境づくりは、２人のイクメンのよ

うにできることから支えていくこ

とではないかと思います。

『佐賀男ディ五段チャレンジ』
～女性が活躍できる社会の実現のために～
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.１３６
 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　平成３０年４月以降、ラベルとキャップ

をはずしていない場合、回収できません。

　ラベルをはずして『ペットボトル用』の指

定袋で出してください。

　平成３０年３月までは移行期間としてい

ます。

　適正なリサイクルのため、皆さんひとりひとりのご協力をお願いします！
芦

斡

梓

扱
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ペットボトルはラベルとキャップを
　　　　　　　はずして出しましょう
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善行紹介　ご寄附をありがとうございます

　７月２５日、Rainbow Marche （レイン

ボーマルシェ）代表　藤貴仁様より、空

気清浄機を寄附していただき、その受

納式を行いました。　「自分たちの世代

が鹿島を盛り上げていかなくては」、

「鹿島を元気にしたい」との思いから市

内の出身者、もしくは市内で出店され

ている方に声を掛け、立ち上げられた

“Rainbow　Marche”。６月１８日に第１回目が開催され、その売り上げの一部で

購入されたものです。保健センター内の子どもから大人まで集う『すくすくルー

ム』で大切に使わせていただきます。

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

家庭菜園講習会を開催しました

　７月２３日、海道しるべでワケギ（ネギ）の家庭菜園講習会が開催されました。

　ワケギは『佐賀おとめ』という品種で暑さに強く、夏に不足する小ネギの代用

品として利用可能です。参加者は栽培方法についての講義を受けた後、プラン

ターを利用した栽培実演も体験しました。

　海道しるべのプランターで、すくすく成長中のワケギの観察に来てください。

加工食品づくりにチャレンジ！

　８月５日、海道しるべで、鹿島の大豆やすり身

などを使った加工食品づくり教室が開催されま

した。みんなで作った蒲鉾や竹輪、豆腐はとて

もおいしく、地元産物の魅力を改めて知ること

ができました。

受 賞 者 紹 介

小池　真澄さん

７月２０日～２１日、熊本市

で開催された平成２９年度九

州・沖縄地区青年農業者会議で、

小池真澄さんの課題『体はでか

いが、目指すはスモール農業』

が表彰されました。

この会議は、青年農業者が農

業経営や農村生活の改善につ

いて研究・実践している活動成

果の発表などを行い農業経営

に生かすことを目的に行われ

ているもので、小池さんは意

見発表の部で優秀賞を受賞さ

れました。

受 賞 者 紹 介

鹿島ライオンズクラブ

７月２９日、ゆめタウン佐賀

で、平成２９年度献血功労者

表彰式が開催され、鹿島ライ

オンズクラブが厚生労働大臣

表彰を受賞されました。

この日は県内３３団体が表彰

されましたが、２０年以上にわ

たり、４００ｍｌ献血、成分献

血に積極的に取り組まれ、他

の団体の模範となった功績が

認められ、県内では１団体の

み厚生労働大臣表彰受賞とな

りました。
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こんなときこのひとこと、学校だより

№１４１（特別編）

このコーナーは今月からスティーブン先生とオードリー先　このコーナーは今月からスティーブン先生とオードリー先生生

が担当されます。今回は、オードリー先生より皆さんへメが担当されます。今回は、オードリー先生より皆さんへメッッ

セージをいただきましたセージをいただきました。。 オードリー先生

こんにちは皆さん！私の名前はオードリースタイ

ンバーグです。オードリーと呼んでください。

カリフォルニア州のロサンゼルスから来ました。

私の趣味は、テニスと料理です。日本料理を学ぶ

ことに興味があり、日本に住んでいる間に日本語

も勉強したいと思っています。鹿島に住んで、皆

さんにお会いできるのを楽しみにしています。街

で私を見かけたら声をかけてくださいね。

Hello! My name is Audree Steinberg. You can 
call me Audree!
 I came from Los Angeles, California. 
My hobbies are playing tennis and cooking .
I am interested in learning Japanese cooking 
and studying the Japanese language while 
living in Japan. I am very excited to live in 
Kashima and to meet everyone. If you see me 
around town, please come say hi!

　明倫小学校は、平成２４年度から

コミュニティ・スクールの指定を受

け、『地域の力を学校の力に！』を合

言葉に、学校運営を行っています。

　６月１３ 日、『出会いの会』を行い

ました。これは、日ごろからお世話

になっている地域の人や、警察署、

消防署などの関係機関・団体に、こ

れまでの「感謝」と、これからも

「よろしくお願いします」の気持ち

を伝える会です。

　当日は、クラブ活動でお世話にな

っている茶道の先生や、地域の見守

り隊の皆さんなど、５０人程の方に

出席をしていただきました。

　会では、全校で『ふるさと』を合

唱しました。また、３年生と４年生

が代表で、合唱とリコーダーの演奏

を行いました。その後、全校で作っ

たプレゼントや感謝の手紙を渡して、

たいへん喜んでいただきました。　

　フィナーレは、くす玉割りでみん

な笑顔になり、楽しく和やかな会と

なりました。

　地域の宝である子どもたちが、こ

れからも、授業や体験活動、登下校

など、何かとお世話になります。

　よろしくお願いします。

出会いの会

明倫小学校

校学 だ よ り

No.２４４
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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

　健康診断の受診券・受診票などを９月末に配付しま
すので、朝食を抜いて受診してください。
対象者　後期高齢者医療制度に加入している人で、
　　　　生活習慣病の治療中でない人
健診場所　県内の委託医療機関
　　　　（受診票と同封の一覧表をご覧ください。）
健診時期　１０月～１１月
自己負担額　　無　料
お願い　『受診券』『受診票』『後期高齢者医療被保
　　　　険者証』を持って希望する医療機関に行って
　　　　ください。
　　　　受診される際は受診票などを鉛筆で記入して
　　　　受診してください。

後期高齢者医療制度加入者の健康診後期高齢者医療制度加入者の健康診断断

対　象　区月　日対　象　区月　日

若殿分・新方・湯ノ峰・庄金・南舟津・
中町・本町

１１月１０日
（金）午前

小舟津・東三河内・西三河内・川内・白鳥尾・
中木庭・山浦開拓・番在開拓・平仁田開拓

９月４日
（月）午前

中村・森・土井丸・井手・母ケ浦
１１月１４日
（火）午後

城内・大手・中牟田・山浦・浜新町
９月６日
（水）午後

高津原（１）
１１月２４日
（金）午前

西牟田・新町・犬王袋・早ノ瀬
９月１９日
（火）午前

高津原（２）
１１月２７日
（月）午前

執行分・大木庭・南川
９月２１日
（木）午前

野畠・北舟津・三部・新籠・常広・音成
１２月４日
（月）午後

日曜日検診希望者は、保健センターに申し込み
が必要です

１０月１５日
（日）午前

馬渡・伏原・下浅浦・広平・貝瀬・土穴・
本城・奥山・竹ノ木庭・嘉瀬浦・大宮田尾・
西葉・矢答

１２月６日
（水）午後

行成・末光・中浅浦
１１月６日
（月）午前

夜間検診希望者は、保健センターに申し込みが必
要です

１２月８日
（金）夜間

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

食事をおいしく、バランスよく

　主食・主菜・副菜は、健康な食事の第一歩です。

　毎日の食事で、主食・主菜・副菜を組み合わせて

食べましょう。

　潤毎日プラス一皿の野菜

　　大人が１日に必要な野菜の摂取量は３５０グラ

　　ム。これは、日本人の平均摂取量に、もう一皿

　　加えた量に相当します。

　潤おいしく減塩１日マイナス２グラム

　　だし、柑橘類、香辛料などを使って、おいしく

　　減塩しましょう。

　潤毎日のくらしにwithミルク

　　カルシウムとたんぱく質がバランスよく含まれ

　　る牛乳、乳製品を摂りましょう。

９月は食生活改善普及運動月９月は食生活改善普及運動月間間

　子宮頸がん検診は、毎年受けられるようになりました。

受　付　保健センター（エイブル１階）　

午前：９時～１０時　午後：１３時３０分～１４時３０分　夜間：１８時～１９時

対象者　子宮頸がん検診：２０歳以上の女性

　　　　乳　が　ん検診：４０歳以上で昨年度未受診の女性

料　金　子宮頸がん検診：７００円

　　　　乳　が　ん検診：４０歳代１,２００円、５０歳以上７００円

その他　潤乳がん検診はマンモグラフィのみです（視触

　　　　　診はありません）。※毎回先着５５人で締め切ります

　　　　潤５～６月に実施したがん検診申込書などで

　　　　　申し込んだ人には受診票を郵送しています。

　　　　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。
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潤こんな症状があったらすぐ受診！！
　毅長引くせき（２週間以上）
　毅たんがでる
　毅微熱（２週間以上）
　毅倦怠感（２週間以上）
　毅胸痛
　毅体重減少

潤生後３ヵ月から１歳未満までの赤ちゃんは
　　　　　　　　　BCG予防接種を受けましょう
　抵抗力の弱い赤ちゃんは、結核に感染すると重症
になりやすく危険です。
　予防のために接種期間内に接種しましょう。

９月２４日から３０日は結核予防週間です

　市食生活改善推進協議会では料理教室を開催

しています。参加を希望する人は保健センター

へお申し込みください。

と　　き　９月２０日（水）１０時～１４時

と　こ　ろ　エイブル調理室

会　　費　３００円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角布

申込期限　開催日の１週間前

 　保健センター（エイブル１階）

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

申　込　先

食改さんの料理教食改さんの料理教室室

　ご自身のため、ご家族のためにも、年に１回はがん

検診を受けましょう。次の４種類のがん検診を同日で

実施します。（１種類から受診可能です）

　検診申込調査などにより申し込んだ人へ、８月に受

診票を郵送しています。

　新たに希望する人はご連絡ください。

　市民税非課税世帯・生活保護世帯の人、後期高齢者

医療制度被保険者の自己負担金は無料です。

受　　付　８時３０分～１０時３０分（ 　以外）

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

潤都合が悪い場合は、都合のよい日に受診できます。（申込不要）

潤日程表の 、 の日を希望する人は、保健センター

　まで予約してください。

 　保健センター（エイブル１階）緯０９５４（６３）３３７３申　込　先

怯がんセット検診日程

がんセット検診を実施しまがんセット検診を実施しますす

胃がん検診
【対　象】４０歳以上

【内　容】

バリウムを飲み

レントゲン撮影

【自己負担金】

１,０００円

肺がん検診
【対　象】４０歳以上

【内　容】

①胸部レントゲン撮影

②痰検査（問診で必要な人のみ）

【自己負担金】

①３００円②７００円

大腸がん検診
【対　象】４０歳以上

【内　容】

便の潜血検査

※受診当日に容器を配布

【自己負担金】

６００円

前立腺がん検診
【対　象】５０歳以上の

　　　  男性

【内　容】血液検査

【自己負担金】

７００円

対　象　区月　日

行成・犬王袋・大村方・中尾・森
９月１１日
（月）

執行分・井手分・馬渡・奥山・竹ノ木庭・
平仁田開拓

９月１２日
（火）

大手・中牟田・横田・小舟津・世間・重ノ木
９月１３日
（水）

若殿分・納富分・末光
９月１４日
（木）

新方・湯ノ峰・飯田・音成・大宮田尾・
小宮道・東塩屋・西塩屋・母ヶ浦・西葉・矢答

９月１５日
（金）

上古枝・下古枝・久保山・七開・庄金・
南舟津・野畠・北舟津

１０月１７日
（火）

城内・東町・西牟田・新町・鮒越・土井丸
１０月１８日
（水）

高津原
１０月１９日
（木）

対　象　区月　日

伏原・下浅浦・中浅浦・上浅浦・大木庭・
東三河内・西三河内・大野・広平・南川・中町・
八宿・浜新町

１０月２０日
（金）

★胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん検診の実施
　希望する人は保健センターまで予約してください。

１０月２２日
（日）

中川内・早ノ瀬・井手・三部・新籠・常広・
古城・組方・江福・龍宿浦・嘉瀬浦

１０月２３日
（月）

筒口・大殿分・川内・山浦・白鳥尾・貝瀬・
土穴・本城・中木庭・山浦開拓・番在開拓・
本町・乙丸・中村

１０月２４日
（火）

★大腸がん、肺がん検診のみ実施（受付時間　９時～１０時）
　希望する人は保健センターまで予約してください。

１１月１５日
（水）

★大腸がん、胃がん検診のみ実施（受付時間　９時～１０時）
　希望する人は保健センターまで予約してください。

１１月１６日
（木）

★未受診者検診
　希望する人は保健センターまで予約してください。

１１月２１日
（火）

★大腸がん検診のみ実施（受付時間　１８時～１９時）
　希望する人は保健センターまで予約してください。

１１月２８日
（火）
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対象区実施場所受付時間月　日対象区実施場所受付時間月　日

高津原
高津原公民館
かんらん９：１５咳１１：３０

１０月３日

（火）

馬渡・末光
保健センター

９：３０咳１０：３０

９月１９日

（火）

南川・筒口
能古見ふれあい

楽習館

１４：００咳１４：４５重ノ木・行成１０：３０咳１１：３０

大殿分・若殿分１４：４５咳１５：３０上古枝上古枝公民館１３：３０咳１３：５０

中川内・早ノ瀬
大野・広平

中川内集会所９：３０咳９：５０

１０月５日

（木）

下古枝・久保山古枝公民館１４：１０咳１５：００

西三河内西三河内公民館１０：１０咳１０：２０大村方大村方公民館１５：２０咳１５：５０

西牟田・新町西牟田公民館１０：４０咳１１：５０母ケ浦・西葉母ケ浦公民館９：３０咳１０：００

９月２２日

（金）

本町・中村
組方

北鹿島公民館
１３：３０咳１４：００

大宮田尾・小宮道
東塩屋・西塩屋

小宮道公民館１０：３０咳１１：１５

乙丸・土井丸１４：００咳１５：００飯田・江福飯田公民館１３：３０咳１４：１５

森森公民館１５：２５咳１５：４５
龍宿浦・嘉瀬浦
音成・矢答

七浦公民館１４：４５咳１５：３０

中木庭中木庭公民館９：３０咳９：４０

１０月６日

（金）

犬王袋・世間
保健センター

９：３０咳１０：３０

９月２５日

（月）

本城・土穴本城集会所９：５０咳１０：１０横田・城内１０：３０咳１１：３０

貝瀬貝瀬公民館１０：２５咳１０：３５納富分納富分公民館1３：３０咳１５：００

大木庭大木庭公民館１１：００咳１１：２０小舟津小舟津公民館1５：３０咳１６：３０

東三河内東三河内公民館１１：３０咳１１：４０伏原・下浅浦伏原公民館９：００咳９：３０

９月２６日

（火）

新方・湯ノ峰
庄金

浜公民館
１３：３０咳１４：００上浅浦・中浅浦中浅浦公民館９：４５咳１０：１５

南舟津・野畠１４：００咳１４：３０
山浦・山浦開拓
白鳥尾・番在開拓

山浦公民館１０：４５咳１１：１０

北舟津北舟津公民館１４：５０咳１５：２０川内川内公民館1１：３０咳１１：４５

中町・八宿
浜新町

中町公民館１５：４０咳１６：１０常広・古城北鹿島公民館１３：３０咳１４：３０

未受診者保健センター９：３０咳１１：００
１０月１０日

（火）

井手井手公民館１４：５０咳１５：４０

三部・新籠三部公民館１６：００咳１６：２０

執行分・井手分
保健センター

９：３０咳１０：３０

１０月２日

（月）

大手・東町
中牟田１０：３０咳１１：３０

中尾・竹ノ木庭
奥山・平仁田開拓

中尾公民館１４：００咳１４：４５

鮒越・七開鮒越公民館１５：１５咳１５：４５

　結核は昔の病気ではありません。日常生活をともに

する人にうつりやすい病気です。

　『感染症法』の結核予防対策に基づき、６５歳以上の

人を対象として次の日程で結核健康診断を実施します。

　　蕎今年度から受診票がハガキに変わります

潤肺がん検診を受診する人は、受診できません。

潤都合が悪い場合は、都合のよい場所で受診できます。

潤当日、ハガキを持参してください。

潤撮影時、薄手のシャツや肌着は着用できます。

潤料金は無料です。

６５歳以上の人は結核健康診６５歳以上の人は結核健康診断断（胸部レントゲン）（胸部レントゲン）を受けましょうを受けましょう

 　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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　鹿島市国保加入者を対象に生活習慣病予防教室を開催します。

　講話や調理実習を通して、普段の食生活に取り入れやすいアドバイスや簡単な運動指導、個別の相談などを専門

スタッフから受けられます。

生活習慣病予防教室参加者募生活習慣病予防教室参加者募集集

　普段の食生活に不安がある人、健診で高血圧、高脂血症、高血糖、腎機能の低下を指摘された人やご家族など、

ぜひこの機会に食生活を見直して健康な生活を続けましょう！

回　　数　５回／各教室

参　加　料　２,０００円／各教室（５回分）

　　　　　※１２月９日（土）歯科医師講座のみの場合は無料

申込期限　９月２２日（金）先着順

　　　　　（定員に満たない場合は申込期限延長あり）

　　　　　※決定者には各教室の詳細な内容をお送りします

 　

　保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３

　納富病院　　　　　　　緯０９５４（６３）１１１７

　織田病院　　　　　　　緯０９５４（６３）３２７５

　志田病院　　　　　　　緯０９５４（６８）０５６５

申込・問合せ先

特定保健指導研修受講者を募集しま特定保健指導研修受講者を募集しますす
研修コース　①基礎研修コース（３日間）
　　　　　　１０月２２日（日）・２９日（日）
　　　　　　１１月１２日（日）
　　　　　②指導力向上研修コース（各１日間）
　　　　　　Ａコース　１１月２６日（日）
　　　　　　Ｂコース　平成３０年１月２１日（日）
定　　員　各コース５０人
対　　象　医師、保健師、管理栄養士、
　　　　　看護師（保健指導経験者）
会　　場　①基礎研修コース　佐賀県総合保健会館（佐賀市）
　　　　　②Ａコース　佐賀県総合保健会館（佐賀市）
　　　　　②Ｂコース　佐賀県教育会館（佐賀市）
受　講　料　無料

申込期間
　①基礎研修コース　９月１日（金）～９月２８日（木）
　②Ａコース　１０月１０日（火）～１１月１０日（金）
　②Ｂコース　１２月１日（金）～１２月２８日（木）
申込方法　
　郵送、ＦＡＸまたはＥメールにて受講申込書を送
付してください。受講申込書は、協会ホームページ
からダウンロードできます。
※ＦＡＸの場合は、送信の旨をお知らせください
 　佐賀県総合保健協会
　　　　　　　　佐賀保健指導支援ステーション担当
　　　　　　　　緯０９５２（２５）２３２０
　　　　　　　　姉０９５２（２５）０５１７

申込・問合せ先

特定健診後の特定保健指導に従事するための研修会が開催されます。

腎臓病予防栄養教腎臓病予防栄養教室室（（納富病院納富病院））

内内　容容 腎臓病を中心とした生活習慣病予防の　腎臓病を中心とした生活習慣病予防の話話

　　　　（（医医師・師・管理栄養士などの専門職よ管理栄養士などの専門職よりり））、、

腎臓病食の試　　　　腎臓病食の試食食（毎回）（毎回）、、

個別栄養　　　　個別栄養相相談（希望者のみ）談（希望者のみ）　などなど

とと　きき　１１１１月月２２日日～１～１２２月月７７日日（毎週木曜日（毎週木曜日））

　　　　９９時３０分～１時３０分～１３３時 ※１１月２３日を除時　※１１月２３日を除くく

とこところろ 納富病　納富病院院（中牟田（中牟田））

定定　員員 １　１００人人

運動・栄養教運動・栄養教室室（（織田病院織田病院））

内内　容容 ストレッチや有酸素運動、トレーニングジ　ストレッチや有酸素運動、トレーニングジムム

を利用しての運動指　　　　を利用しての運動指導導（理学療法士）（理学療法士）、、生活習生活習

慣病に関する栄養の　　　　慣病に関する栄養の話話（（医医師・管師・管理栄養士）理栄養士）、、

試　　　　試食食などなど

とと　きき　平成３０平成３０年年１１月月１９日１９日～～２２月月１６１６日日（毎週金曜日（毎週金曜日））

　　　　９９時～１時～１２時２時

とこところろ 市民交流プラザかたらい３　市民交流プラザかたらい３階階

定定　員員　２０２０人人

いきいきヘルシー食教いきいきヘルシー食教室室（（志田病院志田病院））

内内　容容　栄養と生活習慣病に関する講栄養と生活習慣病に関する講話話（管理栄養士）（管理栄養士）

　　　　調理実習と試食、簡単なストレッチ体操調理実習と試食、簡単なストレッチ体操、、個個

別　　　　別相相談談（希望者のみ（希望者のみ））などなど

とと　きき　１０１０月２１日、１１月１１・１８日月２１日、１１月１１・１８日、、１２１２月月２・２・９９日日（土）（土）

１　　　　１００時３０分～時３０分～　※※１２月１２月９９日のみ日のみ１２１２時４０分～時４０分～

とこところろ　志田病志田病院院（中村（中村））

　　　　※調理実※調理実習習はエイブル調理室はエイブル調理室でで実施予定実施予定

定定　員員 １　１５５人人

そのその他他 １　１２２月９月９日日は歯科医師講座を同時開は歯科医師講座を同時開催催

　　　　※※歯科医師講座は国保加入者以外でも参加できま歯科医師講座は国保加入者以外でも参加できますす
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　年末年始における一時的な占用申

請を希望される人は、説明会を開催

しますのでご参加ください。

と　　き　９月２７日（水）１３時３０分～

と　こ　ろ　市民会館３階大会議室

 　都市建設課土木管理係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１５

 

　下水道認可区域以外で家庭用浄化

槽を設置する人を対象に補助制度が

あります。補助を希望する人は、着

工前に申請してください。

対象浄化槽・予定補助金

　５人槽　３３２,０００円

　７人槽　４１４,０００円

　１０人槽　５４８,０００円

工事開始　補助金決定後

そ　の　他

　浄化槽の設置申請や大きさは、杵

藤保健福祉事務所へ確認ください。

緯０９５４（２３）３５０６

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

 

　世帯主名や会社名などの変更が

あって、水道使用者の名義が変わる

とき（引き続き水道をお使いになる

場合も）は水道課窓口での手続きが

必要です。

 　水道課管理係

　　　　　緯０９５４（６２）３７１８

おお知知ららせせ
祐徳門前水路の一時的な
占用申請事務説明会について

詳しくは

家庭用浄化槽の
設置補助金のお知らせ

詳しくは

水道に関する手続きは
お忘れなく

詳しくは

※（　）内は前年比　　 　鹿島警察署交通課　緯０９５４（６３）１１１１

怯９月２１日から１０日間、秋の交通安全県民運動が実施されます　

　運動スローガンは、『守ろう交通ルール　高めよう交通マナー』、運動の重

点は『追突事故の防止』です。みっつの３運動（３秒間の車間距離、３秒前・

３０ｍ手前の合図、３分前の出発）を実践し、追突事故を防ぎましょう。

詳しくは

平成２９年７月末　交通事故発生状況

物 損 事 故 数傷 者 数死 者 数人 身 事 故 数
（＋２１２）１１,３５１件（－５９１）５,１２４人（－０１）１９人（－４５８）３,８６６件佐 賀 県 内
（－０６６）６１２件（－０４９）２３９件（＋０１）２人（－０２７）１９２件鹿島警察署管内
（＋００３）３２２件（－０３２）１２５件（　００）０人（－０１４）１００件鹿 島 市 内

育児・介護休業法が改正されました　平成２９年１０月１日より施行
　保育園などに入所できず、退職を余儀なくされる事態を防ぐため、育児・

介護休業法が改正されました。この改正により、保育園などに入れない場

合は、最長２歳まで育児休業の再延長ができるようになります。

　　　 　佐賀労働局雇用環境・均等室　緯０９５２（３６）６２０５詳しくは

８日（金）　　　　　　　開会、会期の決定、議案の一括上程（市長提案理由説明）

９日（土）～１３日（水）　　休会

１４日（木）～１５日（金）　　議案審議

１６日（土）～１８日（祝）　　休会

１９日（火）　　　　　　　決算審査特別委員会（説明・報告・現地調査）

２０日（水）　　　　　　　決算審査特別委員会（一般会計）

２１日（木）　　　　　　　休会

２２日（金）　　　　　　　決算審査特別委員会（一般会計）

２３日（祝）～２４日（日）　　休会

２５日（月）　　　　　　　決算審査特別委員会（特別会計・水道会計）

２６日（火）　　　　　　　常任委員会（議案・請願）

２７日（水）　　　　　　　休会

２８日（木）～２９日（金）　　一般質問

３０日（土）～１０月１日（日）休会

１０月２日（月）　　　　　一般質問

１０月３日（火）　　　　　調整日（一般質問）

１０月４日（水）～５日（木）休会

１０月６日（金）　　　　　委員長報告、議案審議、質疑・討論・採決、閉会

開　　議　１０時

 　議会事務局　緯０９５４（６３）２１０４詳しくは

市議会９月定例会会期日程（案）
～あなたも傍聴してみませんか～

※一般質問などの内容は、鹿島市
　ホームページに掲載します。
※ＣＡＴＶでは１１チャンネルで議
　会中継を放送します。

　平成２９年７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
叙勲受章祝賀会１９,０００円７月１６・２２日会　費
名刺印刷代３,６００円７月１９日その他
供花１件１６,２００円７月１９日弔　慰
日本酒（Ｂ＆Ｇ財団本部へおみやげ用）７,０２０円７月２６日接　遇
４月からの累計　１８４,３９４円４５,８２０円合　計

平成２９年７月
市長交際費支出状況表
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情報掲示板　愚　お知らせ・募集

 

　９月から１１月にノー残業や年次

有給休暇の取得促進など、労働時間

短縮に取り組む『Let's“ゆとり”！

キャンペーン』に参加する事業所を募

集します。

締　　切　１１月３０日（木）

 

　佐賀県産業人材課ワーク・ライフ・バランス担当

　緯０９５２（２５）７１００

 

　勤労者の皆さん、会議や勉強会に

勤労者福祉センターを利用しません

か？大駐車場、全室冷暖房完備です。

所　在　地　大字高津原３３５４番地（高津原）

設　　備　中会議室（約４５人）

　　　　　小会議室（約３０人）

　　　　　和室（１２畳）

利用料金　市内勤労者は全額免除対象

※市外の人の料金はお問い合わせください

 　勤労者福祉センター

　　　　　緯０９５４（６３）７４７６

 

恭各種作業の注文をお受けします。

　『草払い、草取り』『家事』『はが

き書き』など、いろいろな作業につ

いて気軽にご相談、ご注文ください。

恭家庭菜園・果樹園などに剪定枝葉

のチップ堆肥はいかがですか。

　『袋詰め』やトラック『バラ積み』

で販売しています。土づくりに最適

です。どうぞご利用ください。

恭刃物研ぎいたします。

　包丁、かま、のこ、チェーンソーなど

と　　き　９月２１日（木）８時３０分～

※当日ご都合がつかない人は、前日

　までにセンターへご持参ください。

恭会員を募集しています。

対　　象　６０歳以上または来年３月

　　　　　までに６０歳になる人

説　明　会　９月２１日（木）９時３０分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

 

　鹿島市シルバー人材センター

　緯０９５４（６３）０９７０

Let's“ゆとり”！
キャンペーン

申込・問合せ先

勤労者福祉センターを
利用しませんか

詳しくは

畑の準備や作業、お受けします
シルバー人材センター

問合せ・ご注文

 

 

　入居予備者は、抽選により選考し

ます。詳細はお問い合わせください。

対象団地　市内全４団地ほか

　　　　　（武雄市・大町町地区）

申　込　書　９月１日（金）から配布

受付期間　９月５日（火）～１２日（火）

　　　　　９時～１９時（土・日曜除く）

受付場所　武雄市武雄町昭和２６５番地

　　　　　指定管理者　川原建設㈱

抽　選　日　９月１９日（火）

抽選会場　武雄総合庁舎別館

 　

　指定管理者川原建設㈱武雄管理室

　緯０９５４（２６）０５２２

 

対　象　者　求職者

訓練期間　１１月７日（火）から７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　１０月２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
県営住宅入居予備者を

募集します

詳しくは

平成２９年１１月期
職業訓練受講生募集

詳しくは

 

　出願手続などの詳細はお問い合わ

せください。

入試区分　①一般入試　②社会人入試

　　　　　③施設推薦入試

募集人員　①～③合わせて４０人程度

受験資格

　①中学校卒業（見込み）以上の者

　②高等学校を平成2８年3月以前

　　に卒業の者

　③医療・福祉施設に継続勤務１年

　　以上で施設長の推薦がある高校

　　卒業（見込み）の者

出願期間　９月７日（木）～１０月５日（木）

入　試　日　１０月７日（土）

合格発表　１０月１１日（水）

試験科目

　①　国語、数学、集団面接・討議

　②③作文、集団面接・討議

学校見学会　９月１７日（日）１０時～１２時

 

　　〒８４９－１３１１

　　鹿島市大字高津原８１３

　　鹿島看護学校

　　緯０９５４（６３）３９６９

　　　　

 

鹿島看護学校
平成３０年度生徒募集

請求・問合せ先

滑携帯電話から

　　　　　パソコンから 滑

鹿島看護学校 検索

定員募集訓練科

１５

（３科で）

CAD/NCオペレーション科

板 金 ・ 溶 接 施 工 科

住 環 境 C A D 科

開園期間　９月１０日（日）まで

※天候や育成状況により変わります

開園時間　９時～１７時

料　　金　入園無料（試食もできます）

※収穫したぶどう１kgあたり１,０００円（体験料込み）

利用方法（予約制）

　ご希望の日時などを伺い、市内の農園と

調整後、再度ご連絡します。

 （受付時間　９時～１６時）

　多良岳オレンジ海道を活かす会事務局

　（ＪＡさがみどり地区園芸指導課）緯０９５４（６２）２１４５

 予約・問合せ先

鹿島でぶどう収穫体験が楽しめます！

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４期の口座振替日は

９月２９日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）
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　今年のテーマは『笑顔で創ろう、

地域の輪』です。

　応募者には参加賞を用意しており、

優秀作品は表彰します。多数の応募

をお待ちしております。

恭文化祭

と　　き　１１月１２日（日）

と　こ　ろ　志田病院リハビリセンター

恭作品募集

募集内容　胸絵画胸クラフト胸写真

　　　　　胸書道胸その他の作品

締　　　　切　１０月２０日（金）１７時まで

※病院・サロンこもれびまでお持ちください

展示期間　１１月６日（月）～１２日（日）

展示場所　志田病院リハビリセンター２階

 　志田病院文化祭実行委員会

　　　　　緯０９５４（６３）１２３６

 

 

　９月はがん征圧月間です。がんの

予防に関する正しい知識や診断治療

などに関する情報をお伝えします。

と　　き　９月２３日（祝）１０時～１２時

と　こ　ろ　アバンセホール（佐賀市）

定　　員　先着３００人

申込期限　９月１５日（金）

 

詳佐賀県健康づくり財団総合保健協会事業所

　緯０９５２（２５）２３２０

 

　『依存症』を学ぶ中で、より良い人

間関係の築き方や自分らしく生きる

方法について考えてみませんか。

と　　き　９月２４日（日）１２時３０分～１７時

と　こ　ろ　西九州大学神埼キャンパス

内　　容　

　鴨講演『自分自身の見つめ方　他人との関わり方』

　鴨お酒、ギャンブル、薬物依存症の体験談など

講　　師　臨床心理士　菊池清美さん

　　　　　（児童心理治療施設筑後いずみ園施設長）

参　加　費　無料　※申し込み不要

 　佐賀県精神保健福祉センター

　　　　　緯０９５２（７３）５０６０

志田病院文化祭
展示作品募集

詳しくは

講講習習会会・・教教室室
２０１７がん征圧
県民のつどい

申込・問合せ先

こころの健康セミナー
佐賀アディクションフォーラム

詳しくは

 

と　　き　９月１４日（木）１３時３０分～

　　　　　『女性の人権を守ろう』

　　　　　９月２８日（木）１３時３０分～

　　　　　『外国人の人権を尊重しよう』

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　１０月１６日（月）・１７日（火）

　　　　　１３時３０分～１５時３０分

と　こ　ろ　嬉野市中央公民館

対　　　　象　県内在住のおおむね５０歳以上の人

定　　　　員　１０人※定員を超える場合抽選

受　講　料　１,０００円（テキスト代含む）

募集期間　９月２６日（火）～１０月６日（金）

 

　ＮＰＯ法人シニアネット佐賀

　緯０８０（２７３６）２２１８

　（火～金の１０時～１８時）

 

　人生のラストシーンをどのように

迎えるか。訪問看護師（小森ヒロ子

さん）やケアマネージャー（野中繁昇

さん）の先生が、在宅医療の支援に

ついて説明してくれます。

と　　き　９月２９日（金）１９時～

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階

定　　　　員　先着２０人

参　加　費　無料

 　風のガーデンの会・鹿島　代表久原

　　　　　緯０９０（１１９５）４１０２

 

　健康や生活習慣病が気になる人を

対象に、ロコモティブシンドローム

予防のための運動教室を開催します。

と　　き　９月２９日（金）※受付９時３０分～

　　　　　１０時～１１時３０分

と　こ　ろ　高津原公民館かんらん

定　　　　員　１５人程度

参　加　費　１００円

申込締切　９月２２日（金）

 　織田病院　河本（平日のみ）

　　　　　緯０９５４（６３）３２７５

人権学習会を開催します

詳しくは

超初心者
らくらくスマホ講座

申込・問合せ先

風のガーデンの会　第２回研修会
『ハッピーエンドの迎え方』

詳しくは

ロコモ予防運動教室

詳しくは

 

怯消費税軽減税率制度説明会

　平成３１年１０月の消費税引き上げ

（１０％）と同時に導入される軽減税率

制度の基本的なポイントと補助金内

容などをわかりやすく説明します。

と　　き　９月６日（水）１４時～

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい大会議室

参　加　費　無料

※事前に申し込みが必要です

怯人材育成セミナー

　会社の魅力の伝え方や求人のポイ

ントなどについて紹介します。

と　　き　９月２２日（金）１４時～

と　こ　ろ　鹿島商工会館

参　加　費　無料

 　鹿島商工会議所

　　　　　緯０９５４（６３）３２３１

 

　健康づくりの第一歩として、自分

の体力・運動能力の現状を知ってい

ただくために体力テストを行います。

と　　き　１０月３日（火）・１０日（火）

　　　　　受付１９時～２０時

※テストは受付後１時間程度

と　こ　ろ　市民体育館

対　　象　２０歳～６４歳の市民

内　　容　上体起こし、長座体前屈、

　　　　　反復横とびなど

※事前に申し込みください

 

　生涯学習課スポーツ係

　緯０９５４（６３）２１２５

 

 

　武雄調停協会では、弁護士や調停

委員による無料相談会を実施します。

相談内容　※予約不要

　相続、遺産分割、離婚、養育費、

　借金問題、土地建物など

と　　き　９月１６日（土）１０時～１５時

と　こ　ろ　武雄市文化会館大集会室B

 　武雄調停協会

　　　　　緯０９５４（２７）８８００

消費税説明会・人材育成セミナー
のお知らせ

詳しくは

新体力テストに
参加しませんか

申請・問合せ先

相相 談談

無料調停相談会

詳しくは

情報掲示板　愚　募集・講習会・教室・相談
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　本人や家族からの人権にかかわる

悩み、心配ごとなどの電話相談に法

務局職員、人権擁護委員が応じます。

と　　き　９月４日（月）～８日（金）

　　　　　８時３０分～１９時

　　　　　９月９日（土）～１０日（日）

　　　　　１０時～１７時

相談電話　緯０５７０（００３）１１０

 　佐賀地方法務局人権擁護課

　　　　　緯０９５２（２６）２１９５

 

　耳鼻科、整形外科の指定医師が身

体障害者手帳や補装具、医療に関す

る相談を受け付けます。

と　　き　１０月１３日（金）

　　　　　１３時～１５時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

申込締切　１０月６日（金）１７時まで

※事前に予約が必要です

 　福祉課障がい福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

 

　事前に申し込みが必要です。

と　　き　９月１７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）

　１４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

　２８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

　１４日（木）１３時開始（１５時３０分まで）

　※無料法律相談と同日開催

狂人権相談

　市民交流プラザかたらい３階会議室

　７日（木）１０時～１５時

全国一斉　高齢者・障がい者の
人権あんしん相談

詳しくは

身体障害者更生相談所
巡回相談

詳しくは

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

　５・１９日（火）１０時～１２時、１３時～１５時

　要予約　市民課緯（６３）２１１７

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

　２０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７会議室

　２６日（火）１０時～１６時　要予約

　NPO法人それいゆ緯０９０（６２９６）７５５０

狂土地・建物に関する無料相談所　

市民会館１階サロン

　２６日（火）１３時３０分～１６時３０分

狂鍼灸マッサージ無料健康相談　

保健センター（エイブル１階）

　１０日（日）１０時～１４時３０分

狂介護に関する相談　保険健康課

　月曜日～金曜日９時～１７時

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

　１１日（月）９時～１６時（時間外可）

　要予約　税務課緯（６３）２１１８

 

 

　市民の交流と健康増進のためのグ

ラウンド・ゴルフ大会を開催します。

と　　き　１０月７日（土）

　　　　　８時３０分～１４時

と　こ　ろ　蟻尾山公園グラウンド・ゴルフ場

内　　容　団体戦(５～７人１組）

定　　員　３６チーム（先着順）

参　加　費（保険料、諸経費込み）

　スポーツライフ・鹿島会員　３００円

　一般参加者　　　　　　７００円

 

　スポーツライフ・鹿島事務局

　（鹿島市体育協会内）

　緯０９５４（６２）３３７９

イイベベンントト
グラウンド・ゴルフ大会を

開催します！

申込・問合せ先

 

　児童・生徒が日ごろの学習成果を

発表します。ぜひ、お越しください。

と　　き　１０月７日（土）９時３０分～

と　こ　ろ　うれしの特別支援学校

　　　　　（嬉野市塩田町）

内　　容　午前：ステージ発表

　　　　　午後：作業製品販売など

 　うれしの特別支援学校

　　　　　緯０９５４（６６）４９１１

 

　楽しい催し物をたくさん準備して

います。ぜひ、お越しください。

と　　き　９月３０日（土）１０時～

　　　　　※雨天決行

と　こ　ろ　鹿島福祉作業所

 　鹿島福祉作業所

　　　　　緯０９５４（６３）５２８３

 

と　　き　１０月２２日（日）

と　こ　ろ　武雄嬉野カントリークラブ

参加資格　市民、市内に勤務する人

定　　員　先着１６０人

申込締切　９月２９日（金）

参　加　費　３,０００円

そ　の　他　同伴者の指定可能

　　　　　４人１組の応募可能

 　同大会事務局

　（佐賀西信用組合本店内）松本・森

　緯０９５４（６３）２４１１

 

狂市内小学校第２学期始業式　

　１日（金）　※鹿島小、古枝小は４日（月）

狂かしま伝承芸能フェスティバル　

　１０日（日）１５時～　祐徳稲荷神社

［２８ページ参照］

狂七浦秋祭り（戸口、鎮守、天子神社）

　１０日（日）午前中

狂西部中学校体育大会　

　１０日（日）

狂市内小学校運動会

　喰七浦　１７日（日）

　喰古枝・北鹿島　２４日（日）

狂救世神社秋祭り　

　２３日（土）８時３０分頃　救世神社ほか

と う せ ん 祭

詳しくは

地域交流会
～つながりフェスタ～

詳しくは

市民チャリティーゴルフ大会
参加者募集

申込・問合せ先

その他のイベント

情報掲示板　愚　相談・イベント
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　　　フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェスススススススススススススススススススステテテテテテテテテテテテテテテテテテテティィィィィィィィィィィィィィィィィィィィババババババババババババババババババババフェスティバルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル

　県内で最も多くの民俗芸能が今でも継承されている

鹿島市ならではのイベント『かしま伝承芸能フェスティ

バル』が今年も開催されます。

　鹿島市内に伝わる民俗芸能の各団体をはじめ、今年は

２０回記念大会として、これまでの出演団体から特に好

評だった 石見神楽 （島根県）、
いわみかぐら

 山鹿灯篭 （熊本県）に出演し
やまがとうろう

ていただきます。

　祐徳稲荷神社の荘厳な境内をメイン会場、門前商店街

を道行き会場として行われ、それぞれの会場で各地域の

伝承芸能が堪能できます。ご家族、ご友人と一緒に伝承

芸能フェスティバルにぜひお越しください。

　また当日は、フォトコンテストも開催されますのでお

気に入りの一枚を写して、ぜひ応募してください。

と　　き　９月１０日（日）

　　　　　１５時～１９時３０分

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社

　　　　　　および祐徳門前商店街

　　　　　※雨天時祐徳稲荷神社参集殿  　鹿島市観光協会　緯０９５４（６２）３９４２

　　　　　市商工観光課　　緯０９５４（６３）３４１２

詳しくは
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　近年、着物や浴衣を楽しむ若者や外国人が増え

ています。そこで、日本の伝統文化に直接触れて

体験したいと希望する国内外の観光客に向けて、

浴衣で祐徳散策ができる街歩きイベントを開催

します。

と　　き　９月１０日（日）１０時～１９時３０分

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社および参道

参　加　費　３,５００円（浴衣レンタルおよび着付け）

特　　典　潤抹茶セット　潤福引き

　　　　　潤日本庭園入場券　

　 　ＹＯＵ・ＴＯＫＵ庵

　　　　　　緯０８０（１５３２）３２４０
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街歩きイベント開催街歩きイベント開催!!
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