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　９月１０９月１０日日、、祐徳稲荷神社で『かしま伝承芸能フェスティバル祐徳稲荷神社で『かしま伝承芸能フェスティバル』』

が開催されましたが開催されました。。

今年は市内１０団体に加えて、これまでの出演団体から特に　今年は市内１０団体に加えて、これまでの出演団体から特に好好

評だった島根県の『石見神楽』、熊本県の『山鹿灯篭』がゲス評だった島根県の『石見神楽』、熊本県の『山鹿灯篭』がゲストト

出演され、受け継がれた伝統の舞や踊りを披露されました出演され、受け継がれた伝統の舞や踊りを披露されました。。

（写真は石見神楽。裏表紙に関連記事があります。（写真は石見神楽。裏表紙に関連記事があります。））

写写真真
伝承芸能フェスティバ伝承芸能フェスティバルル
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鹿島酒蔵ツーリズム娯

鹿島はしご酒
　鹿島酒蔵ツーリズム『鹿島はしご酒』は、鹿島の秋の味覚と、

旨いお酒をはしご酒で楽しむイベントです。市内外の蔵元と、

市内の飲食店がタッグを組んで、皆さんの来場をお待ちしてい

ます！

　蔵元とお店の詳しい情報は事務局に問い合わせ、または鹿島

酒蔵ツーリズムホームページをご覧ください。

【お酒は二十歳になってから】

　と　　き　　１０月９日（祝）　１６時～２１時

　と　こ　ろ　　中心市街地内の飲食店１４店舗

　　　チケット（１０枚綴り）販売中！　

　　前売券　１,３００円　（当日券　１,５００円）

　　※先着４００人にオリジナルお猪口をプレゼント

   

 　イベント事務局（鹿島市観光協会）

　　　　　　　　緯０９５４（６２）３９４２

申込・問合せ先
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蔵々まつ蔵々まつりりはしごはしご酒酒 と

愚愚はしご酒と蔵々まつはしご酒と蔵々まつりり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２
愚愚文化文化・・スポーツの結スポーツの結果果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３
愚愚鹿島市文化祭のご案内・・・・・・・鹿島市文化祭のご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４
愚愚幼稚幼稚園園・・認定こども園ってどんなとこ認定こども園ってどんなところろ？？・・・・・・・・５５
愚愚健全化判断比率・資金不足比率の公健全化判断比率・資金不足比率の公表表・・・・・・・・・・・・６６
愚愚情報掲示板ワイ情報掲示板ワイドド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７７～～１３１３
愚愚１０月くらしのカレンダ１０月くらしのカレンダーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４１４～～１５１５

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・・・・・・・・・・・・・・・・１６・・・・１６
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７１７
愚愚トピックトピックスス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８１８～～１９１９
愚愚エイブルに行ってみよエイブルに行ってみようう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０２０
愚愚１１００月の健月の健康康・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１～２３２１～２３
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ル ほかしま伝承芸能フェスティバル　ほかか・・・・・・・・・・・・２８２８
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美味しい酒とまちなみを楽しむ

秋の蔵々まつり
　と　　き　　１０月２２日（日）　９時～１７時

　と　こ　ろ　　肥前浜宿まちなみ保存エリア

　主なイベント

　胸名物浜宿美酒鍋と鹿島の酒角打ちコーナー

　胸全国の酒VS鹿島の酒飲み比べコーナー

　胸各蔵秋の蔵開き　胸フラメンコ（漬蔵田雑）　胸猿回し

　胸自転車パフォーマンス　胸JRウォーク　胸東部中吹奏楽

　胸浜小子どもガイド　胸海童保育園マーチング　ほか

　 　肥前浜宿水とまちなみの会

　　　　　　緯０９５４（６９）８００４

詳しくは

日本が誇る世界的天才
JAZZピアニスト 松永貴志カルテット
前 夜 祭

ピアノ　松永　貴志　サックス　中村　有里　ベース　時安　吉宏　ドラム　外山　明

と　き　１０月２１日（土）　１９時～　※１８時開場　　ところ　漬蔵田雑

チケット　前売券　２,５００円（ワンドリンク付）　当日券　３,０００円

 　毅エイブル　毅ピオ　毅肥前浜宿水とまちなみの会・漬蔵田雑販　売　店
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皐第４８回佐賀県少年野球選手権大会

　開　催　日　８月１７日（みどりの森県営球場）

　　２位　鹿島少年野球クラブ（鹿島小）

皐九州空手道研究会久冨杯第１８回大会

　開　催　日　９月１０日（うきは市総合体育館）

　【形　高校生男子の部、組手　高校生男子の部、個人総合】

　　優勝　馬場　海星（龍谷高２年）

皐第４３回全日本空手道連盟剛柔会

　全国空手道選手権大会

　開　催　日　８月５日～６日（和歌山ビッグホエール）

　【男子個人形】　２位　馬場　海星（龍谷高２年）

皐神武館旗争奪少年剣道個人選手権大会

　開　催　日　８月１２日（北九州市総合体育館）

　【小学３年生の部】　２位　野中　龍臥（鹿島小３年）

皐佐賀県中学生学年別ソフトテニス大会

　開　催　日　８月２０日（松浦河畔公園庭球場）

　【１年男子の部】　

　　３位　橋本　大翼・小川　裕太郎　組（西部中）

皐第５７回和多屋別荘旗少年野球大会

　開　催　日　８月２０日（みゆき球場）

　　２位　能古見少年野球クラブ（能古見小）

　　３位　北鹿島少年野球クラブ（北鹿島小）

皐第４３回九州ママさんバレーボール大会佐賀県予選会

　開　催　日　８月２７日・９月３日（市村記念体育館）

　【種目第１部】　優勝　鹿島オレンジ

　※１１月１７日～１８日に熊本県で開催される九州大会

　　に県代表として出場予定

皐第４２回全国少年剣道優勝大会

　開　催　日　８月１１日（福岡神武館）

　【小学２年生以下の部】　パート２位　臥龍徳心館（浜小）

皐第２８回全九州テコンドー選手権大会

　開　催　日　８月２０日（熊本県宇土市　ウィングまつばせ）

　【幼児の部】　優勝　川島　涼羽（飯田保育園）

　【小学５年男子の部】　３位　宮﨑　千洋（鹿島小）

　【小学６年男子の部】　３位　宮﨑　大洋（鹿島小）

　【小学６年女子の部】　３位　竹下　心海（古枝小）

皐第３０回杵藤地区相撲大会

　開　催　日　９月３日（旭ヶ岡公園）

　【小学生個人戦】　優勝　甫木　元起（鹿島小６年）

皐第２８回伊藤園お～いお茶新俳句大賞

　　都道府県賞　野田　雛希（西部中１年）

　　作品『弟の笑顔でほっこりあったまる』

皐第４１回こども絵画コンクール

　【１・２年の部】　県知事賞　小森　愛結（明倫小１年）

文化・スポーツで、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）

文化・スポーツの結文化・スポーツの結果果

※県大会以上で上位入賞者の情報がありましたらご連絡ください　 　生涯学習課スポーツ係　緯０９５４（６３）２１２５詳しくは

国国国国国国国国国国国国国国民民民民民民民民民民民民民民体体体体体体体体体体体体体体育育育育育育育育育育育育育育大大大大大大大大大大大大大大会会会会会会会会会会会会会会・・・・・・・・・・・・・・全全全全全全全全全全全全全全国国国国国国国国国国国国国国障障障障障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害害害害害者者者者者者者者者者者者者者ススススススススススススススポポポポポポポポポポポポポポーーーーーーーーーーーーーーツツツツツツツツツツツツツツ大大大大大大大大大大大大大大国民体育大会・全国障害者スポーツ大会会会会会会会会会会会会会会会　鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿島島島島島島島島島島島島島島市市市市市市市市市市市市市市選選選選選選選選選選選選選選手手手手手手手手手手手手手手団団団団団団団団団団団団団団鹿島市選手団
　愛媛県で開催される『第７２回国民体育大会』および『第１７回全国障害者スポーツ大会』の壮行会が、９月１３日に市
役所で行われました。今年は、市内から県代表として１１選手が出場されます。皆さん応援よろしくお願いします。

　国民体育大会　開催日　９月３０日（土）～１０月１０日（火）
　レスリング帯同コーチ　田代　大貴（多久高）

　【レスリング　成年男子】　中村　百次郎（日本体育大）

　【レスリング　成年男子】　嶋江　翔也（日本体育大）

　【レスリング　成年男子】　田代　拓海（福岡大）

　【レスリング　少年男子】　谷口　将樹（鹿島実高）

　【レスリング　少年男子】　北村　元気（鹿島実高）

　【レスリング　少年男子】　芹川　力亜（鹿島実高）

　【ソフトテニス　少年男子】　武富　敦史（鹿島高）

　【ソフトテニス　少年男子】　豊川　瑞（鹿島高）

　【水泳［２００ｍ平泳ぎ］少年男子】　森田　耕輔（佐賀商業高）

　【水泳［８００ｍリレー］少年男子】　伊藤　優希（佐賀学園高）

　障害者スポーツ大会　開催日　１０月２８日（土）～３０日（月）
　【ボウリング　知的障害】　原口　和法（祐徳稲荷神社）
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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島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭のののののののののののののののののののののごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案鹿島市文化祭のご案内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内 １０月２７日（金）、１１月３日（祝）～５日（日）

今年で　今年で第第４９４９回を迎える鹿島市文化祭は回を迎える鹿島市文化祭は、、伝統をいしずえに知識と教養を深め、花と緑を愛して感謝と思い伝統をいしずえに知識と教養を深め、花と緑を愛して感謝と思いやや

りの心を育み、清新な文化と活力あるまちを目指しています。私ども会員１,２００人が文化活動の成果を発表りの心を育み、清新な文化と活力あるまちを目指しています。私ども会員１,２００人が文化活動の成果を発表・・

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

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

１１月５日（日）１１月４日（土）１１月３日（祝）と　こ　ろ

エ
イ
ブ
ル
会
場

胸鹿島モアナハワイアンズ
　　（演奏＆歌）　　　　　１０時

胸エルマーナ（合唱）　　　　１１時

胸アンサンブル・弦
　（ギター＆マンドリン
　　　　　＆ハーモニカ）
　　　　　　　　　１１時２０分

胸女声コーラスさくら
　（合唱）　　　　　　　　１２時５０分

胸鹿島混声合唱団
　（合唱）　　　　　１３時１０分

胸フロッグコーラス
　（合唱）　　　　　　　　　　１３時３０分

胸吟剣詩舞一葉会
　（詩舞）　　　　　　　　　　１３時５０分

胸カラオケ（歌）　　　　１４時４０分

胸民謡平成会鹿島
　（民謡）　　　　　　　　１５時４０分

胸長唄祥寿会　　　　　　　　１６時
　（三味線）

胸長唄碧洲会　　　　　　　　　　１０時
　（三味線）

胸佐賀岳翠会　　　　　　　　１１時
　（吟詠）

胸鹿島吟友会　　　　　　１１時３０分
　（吟詠）

胸鹿島ブルースカイ　　　　１３時
　（大正琴）　

胸花みずき会　　　　　　１３時３０分
　（大正琴）

胸琴野会　　　　　　　　　　１３時５０分
　（大正琴）

胸若柳流東会　　　　　　１４時２０分
　（日舞）　　

胸雛菊会（筝）　　　　　１５時

胸萩居会（日舞）　　　　１５時３０分

胸岳精会（吟詠）　　　　１６時１０分

胸少年の夢発表　　　９時３０分

胸開会式　　　　　　　１３時
　※アトラクション
　　（不知火太鼓）

胸佐賀岳誠会　　　　　　１４時３０分
　（吟詠）

胸伽宗会（吟詠）　　　　１５時１０分

胸ハワイアンフラ・ピカケ
　Hula・Aloha
　フラ・Hau'oli
　（フラダンス）　　１５時２５分

２階エイブルホール

写真展、和紙ちぎり絵展、菊花展１階エントランスロビー

菊花展（盆栽菊）、短歌、川柳２階ホール前会場

鹿 島 錦 展２階音楽スタジオ

裏千家（茶道）表千家（茶道）皇風煎茶禮式（茶道）２階和室（茶室）

絵　 手　 紙　 展２階交流プラザ

華 道 展３階生活工房

書 道 展３階研修室Ａ、Ｂ

１１月５日（日）１１月４日（土）１１月３日（祝）と　こ　ろ

市
民
会
館
会
場

謡　曲・仕　舞　１０時始
胸鹿島日本舞踊協会　　１１時

胸日本舞踊藤松会　　１４時３０分
１階大ホール

小 中 学 生 の 作 品 展１階ホワイエ

美 術 ・ 陶 芸 展３階第３会議室

　　　１０月２７日（金）　１１時～１６時俳　句エイブル３階研修室Ａ
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恭幼稚園

胸入園対象は？

　満３歳になる子どもから対象になります。（なお、

満３歳未満の子どもでも子育て支援としての預かりを

それぞれの園で実施しています。）

胸教育・保育時間は？

　幼児期の『健全な心と体の発達』の観点から４時間

が理想的な教育時間であり、子どもが快適に過ごせる

時間といえます。また、長時間預かりも実施していま

す。（実施時間は幼稚園によって異なります。）

胸教育内容は？

　遊びを中心とした生活を通じて、身の回りの人や物

と関わりながら、『健康』『人間関係』『環境』『言葉』

『表現』の５領域に情操教育を含め、バランスのとれ

た教育を実施しています。

胸必要な費用は？

　保護者の所得（市民税額）に応じて、市が定める保育

料を施設に支払います。このほかに、各施設により教

材費などの実費負担がかかることがあります。

恭認定こども園

　幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち０～５歳

のお子さんが通園できる施設です。３歳～５歳のお子

さんは保護者の就労状況が変化した場合でも、通い慣

れた園を継続して利用できます。保護者の所得に応じ

て市が定める保育料が必要です。また、子育て支援の

場が用意されており、園に通っていない子どものご家

庭も、子育て相談や親子の交流の場への参加など利用

をすることができます。

恭幼稚園・認定こども園の申し込み方法は？

　入園説明会や園内見学を通して、自分の子どもに

合った施設を選び、下記の区分に応じて手続きをお願

いします。

　幼稚園と保育所・認定こども園は、子どもの集団

生活の第一歩として、それぞれに役割を持って子ど

もを受け入れています。

　　　　～子どもの集団生活の第一歩～

　　　『幼稚園』・『認定こども園』ってどんなところ？
怯幼稚園

　学校教育法に基づく『教育施設

（学校）』であり、子どもに適切な

環境を与え、心身の発達を助長し

ます。教育要領にのっとり、充実

した幼児教育が受けられます。

怯保育所

　児童福祉法に基づく『福祉施設』

であり、家庭で保育ができない子

どもを預かり家庭保育の一部を代

行します。

※保育所は来月号で紹介します

怯認定こども園

　教育・保育を一体的に行う施設

で、いわば幼稚園と保育所の両方

の良さをあわせ持つところです。

 　福祉課社会福祉係
　　　　　緯０９５４（６３）２１１９
問合せ先

所　　在　中牟田

保育時間（１～５歳児）

　７時～１９時

教育時間（３～５歳児）

　９時４５分～１４時１５分

※預かり保育時間

　７時～１９時

入園説明会

　１０月１８日（水）・２１日（土）

園内見学

　いつでもできます

　未就園児親子登園日

　（毎週水曜日）

幼保連携型認定こども園　明朗幼稚園

緯０９５４（６２）３６４５

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

所　　在　執行分

開園時間

　８時～１８時

預かり保育時間

　１５時～（相談により

　　　　　個別対応可）

未就園児活動（入園説明）

はっぴーえんじぇるくらぶ

　１０月１９日（木）・２６日（木）

園内見学

　いつでもできます

鹿島カトリック幼稚園

緯０９５４（６２）３０５２

申込時期申込先区分

各施設へお問合せく
ださい

各施設
幼稚園や認定こども園
で教育を希望する人

保育所と併せて１２月
を予定　※来月号の広
報かしまをご覧ください

福祉課
認定こども園で保育を
希望する人
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　『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』に基づき、『健全化判断比率』と『資金不足比率』を公表します。

　鹿島市の平成２８年度決算では、どの指標も早期健全化基準を下回り、おおむね良好といえます。市では、これ

らの指標を監査委員の意見を付けて９月議会に報告しました。

　なお、平成２８年度決算の詳細については１１月号でお知らせします。

 　企画財政課財政係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算ででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででで年度決算でのののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの

健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率ををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををを公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表しししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままま健全化判断比率・資金不足比率を公表しますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

怯健全化判断比率の公表

指 標 の 説 明財政再生基準早期健全化基準平成２８年度主 な 指 標

　普通会計（鹿島市では一般会計のみ）での赤

字額を、標準的な収入である標準財政規模の

額で割ったもの。なお、赤字の場合は正の数、

黒字の場合は負の数で表示されます。

２０.００％１４.００％（△４.２７％）実 質 赤 字 比 率

　普通会計だけでなく国民健康保険などの特

別会計や水道事業などの公営企業会計の実質

的な赤字額を標準財政規模の額で割ったもの。

　公営企業では赤字の額として資金不足額を

用います。

３０.００％１９.００％（△１２.６０％）連結実質赤字比率

　普通会計の公債費と公営企業会計や一部事

務組合の公債費に対する普通会計の負担金の

合計額を標準財政規模の額で割ったもの。　

　１８％以上で地方債の発行に際し、県知事の

許可が必要な許可団体となります。

３５.０％２５.０％７.０％実質公債費比率

　普通会計、特別会計、公営企業会計、一部

事務組合、第３セクター等の将来の負担すべ

き実質的な負債の合計額を標準財政規模の額

で割ったもの。起債残高や退職手当、債務負

担などが実質的な将来負担の要素となります。

定められて

いない
３５０.０％９２.６％将 来 負 担 比 率

平成２８年度決算
資金不足比率

会　計　名

（赤字でないため算定されない）水　道　事　業　会　計

（赤字でないため算定されない）公共下水道事業特別会計

（赤字でないため算定されない）
谷田工場団地造成・分譲

事 業 特 別 会 計

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

る指標を算定し、公表しています。３会計とも資金不足額（実質的な赤字額）はなく、良好といえます。

【資金不足比率】

　公営企業会計の資金不足額を、事業の規模

で割ったもの。資金不足額とは流動資産や土

地の売却見込額などを考慮した赤字額で、事

業の規模とは営業収益を基礎として算出した

もの。赤字の場合は正の数で表示され、赤字

でない場合は算定されません。
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～ 困 っ たら　一 人 で 悩 まず　行 政 相 談 ～

特設行政相談所を開設します
お
知
ら
せ

１０月１６（月）～２２日（日）は行政相談週間です

　登記、道路、年金、福祉など、行政に関する相談を

お受けします。お気軽にご利用ください。

と　　き　１０月５日（木）１０時～１５時

と　こ　ろ　鹿島市役所　５階大会議室

※相談無料、　秘密は厳守します

参加予定機関・団体　

鹿島市、福岡財務支局、武雄年金事務所、佐賀県司法

書士会、九州北部税理士会武雄支部、人権擁護委員、

民生・児童委員、行政相談委員、佐賀行政相談センター

 　総務省　佐賀行政相談センター

　　　　　緯０９５２（２２）２６５１

詳しくは

市有物件（土地）を売り払います
お
知
ら
せ

摘要売払価格都市計画用途地域面　積住　所物件番号

交渉中３,２６５,３８０円第１種住居地域１８１．４１㎡浜町１１４５番地１２９‐①

３,０２７,８０４円第１種住居地域１７９．１６㎡浜町１１４５番地５２９‐②

交渉中３,２９２,６５３円第１種住居地域２２３．９９㎡浜町１１４５番地６２９‐③

交渉中３,１５４,５００円第１種住居地域１７５．２５㎡浜町１１４５番地７２９‐④

１,８３１,０６０円第１種住居地域１５７．８５㎡浜町１１４５番地８２９‐⑤

３,７６１,２７５円準工業地域２１４．９３㎡浜町１３３４番地１２９‐⑥

３,７６１,１００円準工業地域２１４．９２㎡浜町１３３４番地２２９‐⑦

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詳しくは売払物件　　地　区：浜新町　　地　目：宅地

定住促進に向けた鹿島市中村住宅を整備します
お
知
ら
せ

主な施設（予定）　毅市営住宅（戸数２０戸）　毅定住促進住宅（戸数２０戸）　 　都市建設課住宅係　緯０９５４（６３）３４１５詳しくは

　市では、ＰＦＩ法を活用した民間のノウハウによる質の

高いサービスの導入と市財政負担の縮減や平準化を図りな

がら、住宅困窮者に供給する市営住宅や子育て世代を主軸

とした定住促進住宅の整備を進めています。

　この度、平成２９年９月議会の議決を経て、整備運営の

事業契約を締結しました。また、事業の正式名称を『鹿島市

中村住宅整備事業』に決定。今後は、平成３１年１月の入居

開始に向け事業を進めていきます。

１００,０００,０００円が県内のニセ電話詐欺被害に！
　市役所職員をかたり「医療費還付がある」と言って、近くのATMまで誘導して振り込ませる。息子をかたり「株

で失敗して、お金がいる」と言って現金をだまし取る。携帯電話メールで「アダルトサイト利用料金未払い」な

どと送りつけ、コンビニで電子マネーを購入させるなどの被害が多発し、県内の被害額は１億円を超えました。

　　　　　　　　　　　　　　煙電話でお金の話は詐欺と疑う　煙１人で判断せずに、家族や警察に相談する

　　　　　　　　　　　　　　煙犯人にだまされないように家の電話は留守電話にする

　特に年金支給日は注意しましょう！　　 　鹿島警察署生活安全課　緯０９５４（６３）１１１１詳しくは

詐欺被害を防ぐために！

情報掲示板ワイド
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遊休農地の利用意向調査にご協力をお願いします
お
知
ら
せ

遊休農地の利用意向調査とは
　農地法第３２条第１項の規定に基づいて

行う『利用意向調査』で、今後遊休農地から
荒廃農地へ進む前に農地をどのように利用
されるかの意向をお伺いする調査です

 　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３番地１　鹿島市役所

　　　　　　　　鹿島市農業委員会事務局　緯０９５４（６３）３４１７

提出・問合せ先

　７月から８月にかけて行った農地パトロール（利用状況調査）への

ご協力ありがとうございました。

　この調査で新たに遊休農地と判断された農地の持ち主には調査票

を郵送します。回答は選択肢から番号を選んで記入していただき返

信用封筒で返送してください。ご協力よろしくお願いします。

在宅認定調査員を募集します
募
　
集

　杵藤地区介護保険事務所では、介護保険法に基づく

在宅認定調査を行う調査員を募集します。

募集人員　１人

募集資格

　保健師、看護師、准看護師、介護支援専門員のいずれかの

資格を有し、認定調査の経験がある人。また、自宅にイン

ターネットを接続しているまたは接続可能な人。

雇用期間　１１月１日～平成３０年３月３１日

　　　　　※勤務成績で期間の更新をする場合があります

勤務形態　自宅を拠点に行います。（自己所有車使用）

報　　酬　調査１件あたり５，３００円

応募方法

　①市販の履歴書（顔写真貼付）、②資格等を証明する書類

の写しを介護保険事務所へ持参または郵送してください。

選考方法　書類選考および面接

　　　　　※面接の日時、場所は後日連絡します

募集期間　１０月２日（月）～１０月２０日（金）

　　　　　※土・日曜日および祝日を除く

調査内容・方法について
調査方法　在宅認定調査および調査票作成
調査地域　杵藤地区管内（武雄市を中心とした近隣市町）
調査件数　１カ月あたり１５～３０件程度（希望により調整可能）

 　〒８４９－１３０４　鹿島市大字中村９１７番地２

　　　　　　　　杵藤地区広域市町村圏組合　介護保険事務所認定係　緯０９５４（６９）８２２７

提出・問合せ先

情報掲示板ワイド

　地域コミュニティ活動の活性化と宝くじの普及宣伝を目的とした『宝くじ

助成金』を活用して、平成２９年度にさまざまな道具を整備しました。

　市では、消防団員が火災・災害
現場で安全確認や情報伝達をスム
ーズに行うためのトランシーバー
を９０台整備しました。

 　総務課防災係　緯０９５４（６３）２１１２詳しくは

　納富分区自主防災会では、地域
防災のため、災害用テントとバル
ーン投光機を整備しました。

 　企画財政課企画係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは
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お
知
ら
せ
地域包括支援センターからのお知らせ

お
知
ら
せ

 　地域包括センター　緯０９５４（６３）２１６０申込・問合せ先

恭介護者のつどい

　日ごろの悩みや体験談を持ち寄り、認知症など介護の必要な家族との関わり方を一緒に考えてみませんか。

　と　　き　１０月１８日（水）１３時３０分～１５時　　　と　こ　ろ　エイブル２階和室　　　参　加　費　無料　※申込不要

恭健康づくり教室　～ロコトレでロコモ予防～

　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臥龍ヶ岡体育館　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

恭音楽サロンで楽しく介護予防

　歌って、聴いて、演奏して、楽しく介護予防をしませ

んか。脳の活性化や心肺機能を強くしましょう。

　と　　き　１０月２６日（木）、１１月１４日・２８日（火）、

　　　　　　１２月７日・２１日（木）、

　　　　　　平成３０年１月１１日・２５日（木）、

　　　　　　２月８日・２２日（木）、３月８日（木）

　　　　　　１０時～１１時３０分　　　※１０回コース

　と　こ　ろ　エイブル３階研修室

　定　　員　３０人（先着）

　対　　象　おおむね６５歳以上

～生きがい・健康・仲間づくり～

私たちこんな活動しています概

　このコーナーでは高齢者が住み慣れ

た地域で安心して暮らせる社会づくり

や生きがいづくりを図るための地域の

活動を紹介します。

 　地域包括支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

詳しくは

　私たちは、週に1回本町公民館で、

ロコモ予防の運動をしています。み

んなで集まれば会話も弾み、楽しく

介護予防に取り組んでいます。

　ロコモ予防運動ボランティアの方

が私たちのペースに合わせて教えて

くださっていますが、私たちも運動

を習って、自分たちでもできるよう

に挑戦しています。

本町区ふれあいいきいきサロンゆりの会（ロコモ予防教室）

教育委員会 ICT支援員を募集します
募
　
集

提出方法　市のホームページからダウンロードまたは提出先に備え付けの専用履歴書に必要事項を記入して、提出

　　　　　してください。（郵送可、消印有効）　　※募集要領は市のホームページにも掲載しています

恭募集期限　１０月２５日（水）　（土・日曜日および祝日を除く）

勤務時間・形態勤務内容雇用期間
募　集
人　員

募集区分

１日７時間４５分
（週３８時間４５分）

市内小中学校の校務また
は授業で使用するパソコ
ン、電子黒板などのハー
ドウェア、ソフトウェア
の操作指導など

１１月１日～平成３０年２月２８日
※年末年始休業日については、一時雇用を解きます
※平成３０年３月１日以降、継続して雇用する場合があります

１人
ICT支援員

［日日雇用職員］

 　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３番地１　鹿島市役所

　　　　　　　　鹿島市教育委員会教育総務課　緯０９５４（６３）２１０３

提出・問合せ先

情報掲示板ワイド



10 Ｈ２９(２０１７).１０.１　広報かしま

『本人通知制度』を実施しています
お
知
ら
せ

受付場所　市役所１階市民課

通知する内容　

　潤証明書を交付した年月日

　潤証明書の種別・枚数

　潤交付請求者（代理人・第三者）の区別

　※ただし、交付請求者の氏名、住所は通知しません

通知の対象となる証明書　

　潤住民票の写し（除票・改製原住民票を含む）

　潤住民票記載事項証明書

　潤戸籍（除籍・改製原戸籍を含む）

　潤戸籍の附票（除附票・改製原附票を含む）

登録できる人　

　鹿島市に住民票または戸籍がある人。（除籍された

人など、鹿島市の戸籍に記載されている人を含む）

※ 同一世帯、同一戸籍であっても個人単位の申し込みです

登録に必要なもの　

　潤事前登録申込書（市民課にあります）

　潤本人確認書類（運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど）

　潤委任状（代理人の場合のみ）

　潤未成年者は、親権者が申し込むことができますが、

　　関係のわかる戸籍が必要です

　　（本籍が鹿島市の場合、省略可）

　『本人通知制度』とは、住民票の写しや戸籍などを、本人の代理人や第三者など本人以外の者に交付したときに、

事前に登録した本人に交付の事実を通知し、本人以外の者による不正請求を抑止し個人の権利の侵害を防止するた

めの制度です。通知を希望する人は、事前に登録申し込みが必要です。

 　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７詳しくは

規定面積都市計画の区域

　２,０００㎡以上　市街化区域

　５,０００㎡以上 市街化区域以外の都市計画区域

１０,０００㎡以上 都市計画区域以外の区域

　右の表のとおり一定面積以上の土地について売買

などの取引をした場合には、国土利用計画法により、

契約締結日を含め２週間以内に、買主が土地の利用

目的および取引価格等を届け出なければなりません。

県では、その利用目的が公表されている土地利用に

関する計画に適合しているかなどを審査し、場合に

よっては利用目的の変更を勧告することがあります。

　届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰則が

科せられることがあります。

　届出義務者　　買主

　届出の時期　　契約締結日を含め2週間以内

　届　出　先　　土地の所在する市町村

　罰　　　則　　６カ月以下の懲役または１００万円以下の罰金

 　県土地対策課　　　緯０９５２（２５）７０３４

　　　　　企画財政課企画係　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

１０月は『土地月間』です
一定面積以上の土地の売買などには届出が必要です

お
知
ら
せ

　自分の飼い猫以外にエサを与え続けていると、野良猫や他人が

放し飼いにしている多くの猫が１カ所に群れることになります。

猫との共存を考える

猫が群れると・・・
　毅猫同士のケンカが多発

　毅伝染病の感染が多発（特に子ねこ）

　毅近隣住民への糞尿などの迷惑

　毅砂場など衛生上の問題

　毅ごみをあさるなどの問題

　毅子猫が次々に産まれ、乱繁殖となり悪循環に･･･

　　　　　　など、色々なトラブルの原因になります。

　「可愛いから」「お腹が減っているだろう」など、安

易にエサを与えた結果、不幸な猫をどんどん増やして

しまうことになりかねません。

　エサを与える前に、猫との共存をもう一度よく考え

てみましょう。

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

市では無用な繁殖を防ぐために、犬猫の避妊・去勢
手術の一部を補助しています。ぜひご活用ください。

情報掲示板ワイド
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１０月１日は『浄化槽の日』です
－　浄化槽を使用されている皆さんへ　－

お
知
ら
せ

浄化槽とは？

　浄化槽は、下水道と同じように生活排水をきれいな水に

して河川や水路に流します。処理後の汚れは約１／１０とな

りますが、誤った使い方をしたり、維持管理をきちんと行

わないと、水質が悪くなったり、悪臭を発生させるなど、

逆に生活環境を悪くする原因になります。

　浄化槽を使用されている皆さんは、次のことを心がけて

正しく使用してください。

潤台所では・・・・・・使った油や調理くずを流さない

潤トイレでは・・・・①洗浄水は十分に流す

　　　　　　　　②トイレットペーパー以外の異物は流さない

潤浄化槽周辺では・・①マンホールの上に物を置かない　　　

　　　　　　　　②送風機（ブロワー）の電源を切らない

保守点検・清掃・法定検査の実施

潤年に１回の法定検査を必ず受けましょう

　法定検査の実施機関・・佐賀県環境科学検査協会

潤保守点検および清掃は適切に行いましょう

　保守点検は、県に登録している業者に委託してください。

　清掃は、市が許可している業者に依頼してください。

怯家庭用浄化槽補助金のお知らせ

　下水道認可区域以外で、平成３０年３月３０日

までに浄化槽を設置する人に対して補助をしてい

ます。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するなど必

要条件があります。

対象浄化槽・予定補助金

 　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

算定基準補助限度額規模

１３０㎡未満住宅３３２,０００円５人槽

１３０㎡以上住宅４１４,０００円７人槽

２世帯住宅等５４８,０００円１０人槽

情報掲示板ワイド

１０月２２日は衆院選・国民審査の投票に行きましょう
お
知
ら
せ

 　選挙管理委員会事務局　緯０９５４（６３）３４１８詳しくは

　１０月２２日は、衆議院議員総選挙および最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。私たちの代表を国会（衆議

院）へ送る大事な選挙です。入場券を持って投票に行きましょう。なお、投票日当日に仕事や旅行などで投票所へ

行けない人は、期日前投票ができますので、ご利用ください。　※選挙権年齢は満１８歳以上です

【当日投票】

　と　　き　１０月２２日（日）７時～２０時

　と　こ　ろ　入場券に記載された投票所（市内１４投票所）

　※第１投票所は、市民交流プラザかたらい４階です

　投票方法　

　喰『小選挙区選出議員選挙』は、候補者の氏名を書く

　喰『比例代表選出議員選挙』は、政党の名称を書く

　喰『最高裁判所裁判官国民審査』は、罷免すべきと思う

　　　裁判官の氏名の上の欄に×印をつける

【期日前投票】

　と　　き　１０月１１日（水）～２１日（土）８時３０分～２０時

　と　こ　ろ　市民会館１階　第４会議室

　※期日前投票を行う場合は、入場券裏面の『期日前

　　投票宣誓書』を事前に記入してお持ちください

【不在者投票】

　①不在者投票指定施設の病院や老人ホームなどに入

　　院・入所している人は、その施設内で不在者投票

　　ができます。入院・入所している病院・老人ホー

　　ムなどにお尋ねください。

　②出張などで市外に滞在している人は、滞在地の市

　　町村で不在者投票ができます。事前に、投票用紙

　　などの請求手続きが必要です。詳しくは選挙管理

　　委員会事務局までお尋ねください。
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情報掲示板ワイド

干 潟 の 生 き 物 を 調 べ る 調 査 員 を 募 集し ま す ！

干潟の生き物市民調査
お
知
ら
せ

　干潟の生き物を一緒に調べてみませんか。調査の結果は貴重な

情報として、鹿島の干潟を守るための取り組みに役立てます。皆さ

んの力が有明海の未来につながりますので、ぜひ、ご協力をお願い

します！　※汚れてもいい服装でお越しください

　と　　き　１０月８日（日）１４時～１６時３０分

　と　こ　ろ　干潟展望館（道の駅鹿島）

　　　　　　 　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

相続手続には『法定相続情報証明制度』を利用しましょう
お
知
ら
せ

法定相続情報証明についての相談窓口

　法定相続情報一覧図の作成・証明手続きについての相談

は各法務局で行っています。また、被相続人が不動産を所

有されていた場合は、相続登記の相談も同時に行うことが

できます。相談は、事前予約が必要です。

法定相続情報証明制度とは
　これまで相続人は、相続登記、預金の払戻、保険
金請求など相続手続きのたびに、市役所で被相続
人（亡くなられた人）の生まれてから亡くなるまで
の戸籍謄本等を取得し、法務局や金融機関等に提
出しなければなりませんでした。
　新制度では、法務局に１度だけ戸籍謄本等を提
出し、法定相続情報一覧図を作成すると、法定相続
情報一覧図の写しが戸籍謄本等の代わりとして、
各種手続きに利用することが可能になりました。

 　佐賀地方法務局武雄支局

　　　　　緯０９５４（２２）２７７９

詳しくは

　平成２２年度に設置の水道メーターを検定期間満了

のため取り替えます。『鹿島市指定の水道工事店』が次

の日程で、取り替えに伺いますので、ご協力をお願い

します。

　なお、取り替えに伺うお宅には事前に水道工事店よ

り連絡があります。（取り替え費用はかかりません。）

取替日程　潤偶数月に水道料請求の人：１０月中

　　　　　潤奇数月に水道料請求の人：１１月中

対　　象　検針時にお渡ししている『使用水量等のお知

　　　　　らせ』のメーター番号が『２２』から始まる人

　　　　　《例》　２２－１２３、２２－１２３４など

※水道を中止している人は、平成２２年度のメーターで

　も取り替えの対象外となる場合があります

 　水道課管理係

　　　　　緯０９５４（６２）３７１８

詳しくは

水道メーターを取り替えます
お
知
ら
せ

夕暮れどきの早めのライト点灯運動実施中　　　　

　秋から年末にかけての夕暮れ時は、児童・生徒の下校、会社帰り、買い物等で人と車の動きが活発になる時間

と、日没でドライバーから歩行者が見えにくくなる時間が重なることから交通事故が増加する傾向にあります。

車が早めにライト（前照灯）を点灯すれば、お互いを早く発見しやすくなり、交通事故防止につながります。

　刺　早めにライト（前照灯）を点灯する。（１７時点灯を推奨）

　刺　歩行者、自転車利用者は反射材用品を身に付ける。

　刺　前照灯は原則上向き（ハイビーム）で、上向き下向きをこまめに切り替える。

 　総務課防災係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１２

詳しくは

１０月１日～１２月３１日
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情報掲示板ワイド

秋の農作業安全確認運動実施中

　全国で毎年約３５０件発生している農作業死亡事故を減らすために、事故が多発する秋の作業時期に合わせ農作

業安全運動が実施されています。トラクターによる事故、耕耘機や草刈機による事故、高所での作業中による事故、

機械への巻き込まれ事故などが多く発生していますので、家族や仲間で声をかけ合い農業事故をなくしましょう。

　 　農林水産課農政係　緯０９５４（６３）３４１３詳しくは

お
知
ら
せ

『鹿島市特産品まつり』チャレンジブース出店者募集！
募
　
集

鹿島特産品まつり開催日程

　と　き　１２月７日（木）９時～１６時

　　　　　１２月８日（金）９時～２２時

　ところ　祐徳稲荷神社参集殿

対　　象　市内で製造、生産される商品を扱う法人

　　　　　および個人事業主

定　　員　１０事業者程度（事前審査有）※小間（１８０㎝×９０㎝）

出　展　料　５,０００円（電気使用の場合、別途１,５００円）　

募集締切　１０月２０日（金）

　鹿島市地場産業振興協議会では、お火たき神事に合わせて市内で生産される加工品、農水産物、伝統工芸品等を

ＰＲ・販売する催し『第４６回鹿島市特産品まつり』のチャレンジブースの出店者を募集します。

 　事務局（田雑商店）　緯０９５４（６３）２６０１詳しくは

『本をゆずる市』に出す本を募集します
募
　
集

本の条件　汚れや書き込みなどがない本

※雑誌、カタログ、ＣＤ、ビデオ、DVD、カセットなどは受け付けません

受付期間　１０月１９日（木）～１１月２日（木）　※図書館休館日を除く

時　　間　９時３０分～１８時（土・日は１６時まで）

対　　象　図書館まで持参できる市民

お　断　り　胸本の内容や状態によっては受け付けできない場合があります

　　　　　胸本の返却は対応できません

　　　　　胸郵送や宅配では受け付けできません

　読まなくなった本を『本をゆずる市』に出してみませんか？　 　市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

『赤ちゃん登校日』参加親子募集
お
知
ら
せ

　中学生とママと赤ちゃんとの楽しい交流会です。ぜひ、ご参加ください。※事前の申し込みが必要です

西部中学校　と　　き　１０月１２・１９日（木）

　通常時間　１１時１５分～１２時２５分　　短縮授業時　１１時～１２時５分

東部中学校　と　　き　１１月２・９・１６日（木）１１時～１２時５分

対　　象　０歳～就学前児と保護者

 　子育て支援センター

　　　　　　　　緯０９５４（６３）０８７４

申込・問合せ先

　平成２７・２８年度に避難場所や公的施設、福祉施設をはじめ各家庭に機器の設置を行って

きましたが、新築された家屋等への設置申込を受け付けます。

　対　象　者　（平成２９年１月２０日以降に以下の条件を満たす個人または法人）

　胸市内に新築された世帯　胸新たに福祉施設（グループホーム、宅老所など）を設置された施設管理者

　胸機器が未設置のアパートなどの借家で、新たに入居された建物を所有する施設の管理者（オーナーまたは不動産会社）

　費　　　　用　無料　※コンセント工事など必要な場合は一部負担あり

　そ　の　他　会社や事業所等への設置、個人宅で２台目設置を希望する人、既に設置されている場合で、建て替え等によ

　　　　　　り移設する場合は有料となりますので直接、ネット鹿島《緯０９５４（６３）１８６２》へお問合せください。

　 　総務課防災係（市役所３階）　緯０９５４（６３）２１１２申込・問合せ先

防災情報伝達システム（CATV屋内放送システム）の新規設置について
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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
太良町町立太良病院　　　緯０９５４（６７）００１６３日
鹿島市稗田産婦人科　　　緯０９５４（６３）３３０９１０日
太良町田代医院　　　　　緯０９５４（６７）２１２０１７日
嬉野市田中医院　　　　　緯０９５４（４３）２１１１２４日
鹿島市村山小児科　　　　緯０９５４（６３）１１５８３１日

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

October

１０月 く ら し 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４・１１・２５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８月生まれ

１３時３０分～１３時５０分３０日（月）２か月児相談

内　容　身体計測、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１１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３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３１日（火）離乳食教室（後期）

内　容　歯科診察、フッ化物塗布
対　象　平成２７年１０月生まれ（希望者のみ）

１３時４５分～１４時２６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４日（水）成人健康相談

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

２５日（水）
４か月児健診

（平成２９年６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）

２６日（木）
１歳６か月児健診

（平成２８年３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）

１２日（木）
３歳６か月児健診

（平成２６年３月生まれ）

の

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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７・１４・２１・２８日（土）、
１・８・１５・２２・２９日（日）、
９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）

３・１０・１７・２４・３１日（火）、
９日（祝）

子育て支援センター
（わ・わ・わ　ぽっと）

２・１６・２３・３０日（月）、
１０日（火）、２６日（木）

市民図書館

２・１６・２３・３０日（月）、
１０日（火）

生涯学習センター
（エイブル）

３・１０・１７・２４・３１日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

２・１６・２３・３０日（月）、１０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
溝上薬局スカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５１日（日）
おおぞら薬局田中医院　緯（６３）４０８０８日（日）
祐信堂薬局森田医院　緯（６３）３９５６９日（祝）
オダ薬局中村医院　緯（６３）９２３４１５日（日）
アルナ薬局鹿島店納富病院　緯（６３）１１１７２２日（日）
アルナ薬局浜町店薬師寺医院　緯（６３）５２８１２９日（日）

平成２９年８月３１日現在

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿島市

世帯１０＋人１８－世帯１０,８０６人２９,８７１

世帯５＋人１３－世帯　５,４０７人１３,９１４鹿　島

世帯３＋人６－世帯　１,１６６人  ３,５７０能古見

世帯２－人６－世帯　１,０４３人  ３,１２４古　枝

世帯１－人１－世帯　１,０２４人  ２,８８６浜

世帯６＋人１３＋世帯　１,２２８人  ３,５１９北鹿島

世帯１－人５－世帯　　　９３８人  ２,８５８七　浦

人３－人１４,０６５男

人１５－人１５,８０６女

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
佐賀庭苑　　　　　　緯（６２）８８１６
植松建設　　　　　　緯（６２）３５２６
家永設備　　　　　　緯（６２）７１２９

　１日（日）
　７日（土）
　８日（日）
　９日（祝）
１４日（土）
１５日（日）
２１日（土）
２２日（日）
２８日（土）
２９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

１６日（月）

『ハロウィンを楽しもうday♪』
　場　所　子育て支援センター

栢予約・参加費不要

３０日（月）

『おいもパーティークッキング竃』
　場　所　市民交流プラザかたらい３階クッキングスタジオ

　定　員　１５組（先着）

　持参品　エプロン、三角巾、だっこ紐

栢要予約・材料費１人あたり１００円

（共　通）

　時　間　１１時～１１時４５分（予定）

　対　象　５か月～就学前児と保護者

※詳しくはfacebookをご覧ください

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
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“There's no place like home.” 

今月のキーフレーズ

№１４２

この表現は、「我が家に勝るところはない」という意味です。 スティーブン先生

（エリック）　レストランのスパゲティおいしいよね。　

　　　　　でもママの手料理がもっとだよね。

（ステファニー）　わかるわ。我が家に勝るところはないわね。

Eric:

Stephanie:

The restaurant's spaghetti is delicious, 
but my mom's homemade cooking is 
still better.
I understand. There's no place like home.

（ソフィー）　旅行ってとても楽しくてワクワクするね。

　　　　　でも、友達や家族に会えないのは寂しいわ。

（キアラ）　よくわかるよ。我が家に勝るところはない

　　　　　ものね。

Sophie:

Kiara:

Traveling is very fun and exciting, but I 
miss seeing my friends and family.
I know what you mean. There's no place 
like home.

鹿島高校２年　橋本　和麿

（現生徒会長　バレーボール部）

　鹿島高校は、勉強と部活動を両立

できる学校です。高校の学習スピー

ドは速く、難しい内容がどんどん

入ってきますが、先生方が丁寧かつ

楽しく授業を進めてくださり、学力

を伸ばすことができます。

　部活動でも、これまでに数々の良

い成績を残しています。仲間たちと

互いに刺激しあうことで、より質の

高い『文武両道』を目指すことがで

きます。また、楽しい学校行事がた

くさんあり、仲間との絆も深めるこ

とができます。

鹿島実業高校　食品調理科３年

田﨑　貴大（前生徒会長　弓道部）

　私たち鹿島実業高校生は、社会を

たくましく生き抜く人間性と専門性

を兼ね備えた職業人になるため、校

訓の大志・練磨・創造のもと日々学

校生活を送っています。

　食品調理科では、１年次には日本

料理、２年次には西洋料理、３年次に

は中国料理を学ぶことができ、どの

分野も奥が深く、特有の技術を身に

付けることができます。

　このように「文武両道」で専門分

野の技術と知識の習得はもちろん、

人間としても成長できる新しい鹿島

高校生となって自分を磨いてみませ

んか？

（新）鹿島高校の制服

鹿島高校

校学 だ よ り

No.２４５

寓新しい冬・夏の制服

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

　 Pula   :赤　　　　　
プラ

 Asul   :青
アスル

　 Puti   :白　　　　　
プティ

 Dilaw   :黄
ディラウ

こんなとき、このひとこと・学校だより

『（新）鹿島高校学校案内２０１７先輩
からのメッセージ』からの抜粋
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　超大型台風、異常気象、干ばつ、洪水などによる甚大な災害が世界各地で発生

しています。このような異常気象は『地球温暖化』が原因だと言われています。

　地球温暖化は、二酸化炭素（ＣＯ２）など、大気中で濃度が増加することで起こる

とされています。二酸化炭素（ＣＯ２）は、主に化石燃料（石炭・石油）を燃やすこと

で発生します。

　家庭でも、電気・ガス・灯油・ガソリンなどのエネルギーを使っているため、

“節電”“節エネ”は、地球温暖化の原因になる二酸化炭素（ＣＯ２）の排出抑制に

つながりますので、皆さんご協力ください。

　また、１０月は、『マイバッグキャンペーン（マイバッグ持参運動）』月間になっ

ていますので、みんなで地球温暖化対策に取り組みましょう！

温暖化対策・人権の輪

節節節節節節節節節節節節節節節電電電電電電電電電電電電電電電、、、、、、、、、、、、、、、節節節節節節節節節節節節節節節エエエエエエエエエエエエエエネネネネネネネネネネネネネネエネ、、、、、、、、、、、、、、、でででででででででででででで地地地地地地地地地地地地地地球球球球球球球球球球球球球球温温温温温温温温温温温温温温暖暖暖暖暖暖暖暖暖暖暖暖暖暖化化化化化化化化化化化化化化対対対対対対対対対対対対対対策策策策策策策策策策策策策策で地球温暖化対策！！！！！！！！！！！！！！！

 　

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

今今すすぐぐややろろうう温温暖暖化化対対策策

『恐ろしい偏見』

学校のそばの小さな竹薮で教材用

の竹を切っていた２人の少年に通

りかかった老婆は聞きました

あんたら何処の子供かと

ぼくはA部落です

ぼくはB部落です

２人の少年は答えました

老婆は二人の少年の顔をじっと見

くらべて

色の白い少年にあんたはA部落だ

ろう

いいえぼくはB部落です

老婆は重ねて言いました

あんたはA部落でそちらの色の黒

い子はB部落であろうと

B部落とは同和地区の事である

この老婆は部落の子は色の黒い顔

をしていると信じているのです

だから悪い事をするのも部落の子

だと思っているのかも知れません

ああ偏見ほど恐ろしいものはない

　江口いとさんは、大正元年

（１９１２年）愛媛県の被差別部落

に生まれました。部落差別の恐ろ

しさ・哀しさを詩集『荊を超えて

（青葉図書）』で伝えています。

　『招かれなかったお誕生会』とい

う作品では、孫の流した哀しい涙

を「どんなに鋭い刃物より、私の

胸を刺しました。」と差別の恐ろし

さを表現しています。

　さて、前出の『恐ろしい偏見』

は、偏見が差別につながる恐ろし

さを教えてくれます。偏見とは、

「十分な根拠なしに他人を悪く考

えること」です。「黒人は暴力的

だ。」「女性は頭が悪い。」は、悪

質な偏見です。これらの偏見は、

「黒人は暴力的だから、厳しく処

罰してもいい。」「女性は頭が悪い

からポストを与えない。」など、特

定の人々に対する不利益・不平等

な差別につながります。

　基本的人権の享有は、偏見と差

別の解消が絶対条件だと思います。

根拠のない偏見に流されず、差別

を許さない社会を築きましょう。

※享有＝権利・能力を生まれなが

　らに持っていること

差別と偏見
～江口いとさんの詩集『荊（いばら）を越えて』に学ぶ～

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

　レジ袋のかわりにマイバッグを利用する

ことで、原料の石油を使う

ことが減り、使ったレジ袋

はごみとして処分しなくて

済みます。みんなで簡単に

できる『マイバッグ持参運

動』にぜひご協力ください。
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マイバッグを利用しましょう！
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

　９月２１日、エスティ工業株式会社様（代表取締役社長　

里民則様）からご寄附をいただきました。これに対し、市

および市教育委員会から感謝状をお贈りしました。

　エスティ工業㈱様は、平成２５年度に同社の創立４５周

年を記念してご寄附いただいて以来、今回で５度目。累計

１億１００万円のご寄附をいただいたことになります。

善行紹介　ご寄附をありがとうございます

　今年度は、「大切な、大切な子どもたちが喜ぶことに使ってください。」という

里社長の思いから、市内小中学校に楽器などの購入費として１，６００万円、子育

て支援センターに子どもたちの遊具費として４００万円、計２，０００万円のご寄

附をいただきました。そのご意向に沿って有効に活用させていただきます。

　本当にありがとうございました。

寓ご寄附で購入した遊具、健康器具（かたらい）

清掃奉仕活動ありがとうございました

　佐賀西信用組合（ 栢森 
かやもり

　 久 　理事長）は、地域社会への貢献活動の一環とし
ひさし

て、9月２日に蟻尾山公園で清掃奉仕作業を行いました。

　全店の役職員８０人が参加し８時３０分より２班に分かれて、市民球場、

陸上競技場および周辺道路の歩道の草刈りと空き缶、ペットボトル、たば

この吸い殻などのごみ拾いを行いました。

　平成１９年より毎年１回実施していますが、今後も色々な形で、地域社

会への貢献活動を継続していきたいと思っています。【寄稿　佐賀西信用組合】

　本当にありがとうございました。

寓エスティ工業㈱代表取締役社長　里　民則様（右）

　昨年度は、「市民交流プラザかたらいや都市公園整備

のために１，８００万円を、市の学校教育の向上発展の

ために２００万円をお使いください。」とのお言葉をいた

だいており、市ではご意向に沿って、有効に使わせてい

ただいています。
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市内最高齢者を訪問

　９月１１日、市長が市内最高齢者のも

とへ訪問しました。

　市内最高齢者は永井シナさん（１０５

歳）です。当日は、祝状や祝金を手渡し、

長寿をお祝いしました。

　また、９月中に市内の１００歳以上の

高齢者のもとにも訪問しました。

　これからも元気で長生きしてください。

［参考］９月１日現在、市内在住の１００歳以上の人は４１人です。

鹿島ドリームシップ

　８月２５日～２７日、沖縄県で第３３

回鹿島ドリームシップが開催されました。

　参加した市内小学４～６年生３３人は、

『やってみよう！～ 美 ら海の風を感じて
ちゅ

～』という研修テーマを掲げ、沖縄戦を

経験された方の話を聞いたり、青く透き

通った海でのバナナボートやシュノーケ

ル体験、琉球ガラス作りなどの伝統工芸

体験、 玉泉洞 探検など、五感をフル活用して鹿島では体験できない貴重な沖縄の
ぎょくせんどう

風を感じ、学んできました。９月３日に新世紀センターで行われた研修報告会で

は、保護者など約１００人を前に、地元の人とのふれ合いや鹿島との違いなどを

堂々と発表していました。

そば播き体験

８月２４日、海童保育園の園

児たちがそば播き体験をしま

した。これは農村環境保全に

取り組む多良岳オレンジ海道

を活かす会（鹿島市・太良町・

ＪＡさがみどり地区）が平成

２５年から市内の保育園とと

もに行っているものです。

　子どもたちには、今後刈取

りまで作業を体験してもらい、

冬には収穫したそばで保護者

と一緒にそば打ちを行い、農

や食に対しての楽しさを学ん

でもらうこととなっています。

海童保育園

恐

況

挟

狭

恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭

狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂

教
教
教
教
教
教
教
教
教
教
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
橋
橋
橋
橋
橋
橋
橋
橋
橋
橋

　鹿島小学校の校舎内に保

管してあった鍋島直彬作の

扁額が改めて発見されまし

た。貴重な宝物です。

　これは鍋島直彬が書いた

『衆楽』の 扁額 で、木の板
へんがく

に彫り込み、文字は金色で

塗り込んであります。署名

はなく、別に作った『藤印

直彬』『 成卿氏 』の朱印の板
せいきょうし

がはめ込んであります。

　直彬は『成卿』という名

前の印鑑を幕末から明治初

期にかけてのみ用いている

ことから、この扁額も同じ時期のものと推測されます。直

彬は藩主になってから、それぞれの職責に勤勉に励む藩民

をいたわるため、庭園を造営しました。園内には桜を植え、

文久２年（１８６２年）に完成した庭園は『衆楽園』、その中

の建物は『衆楽亭』と名付けられました。この扁額はその

建物に掲げられていたようです。さらに直彬は、春には藩

民に開放し、酒を振る舞い、衆楽の宴を催しました。

　『衆 楽 亭』は 明 治５年

（１８７２年）に中川の鍋島

邸に移築されました。なお、

この扁額はかつて鹿島小学

校の古い北校舎の図書室に

掲げられていました。現在

は、市民図書館で保管して

います。

　鹿島小学校に保管される

までの経緯をご存知の人は、

市民図書館までご連絡くだ

さい。

 　鹿島市民図書館

緯０９５４（６３）４３４３

詳しくは

鹿島小学校で 再発見！鍋鍋鍋鍋鍋鍋鍋鍋鍋鍋島島島島島島島島島島直直直直直直直直直直彬彬彬彬彬彬彬彬彬彬鍋島直彬作作作作作作作作作作作　扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁額額額額額額額額額額扁額『『『『『『『『『『『衆衆衆衆衆衆衆衆衆衆楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽衆楽』』』』』』』』』』』
し ゅ う ら く
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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

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

１０月１１日（水）

１０時～１２時
松尾　久美子さん２０人

公開講座
鹿島の味めぐり～鹿島のお酒
に合う肴と酒を使った簡単料理～

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２１日（土）

１０時～１２時
福田　雅子さん２０人

公開講座
中国茶講座～烏龍茶で
ほっこり・飲茶も添えて～

会　員　１,無　料
一　般　　５００円

能古見
１１月１６日（木）

９時３０分～１２時

高橋　研一

（鹿島市民図書館学芸員）
２０人

公開講座
鹿島ふるさと探訪
　　　　　～能古見編～

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。

恭かしまのおいしいものづくり（対象：小学生以上　定員：２０人）

　鹿島の農産物を見て、聞いて、料理して味わおう！土づくりの講

義と鹿島の野菜でピザづくりをします。

　と　　き　１０月２８日（土）１０時～１３時

　と　こ　ろ　産業活性化施設『海道しるべ』

恭本の修理に挑戦！（申込不要）　※１冊あたり１５分程度の体験です

　傷んでしまった本を自分で修理してみませんか。この機会にぜひ、

お持ちください。（自宅に修理の必要な本がなくても体験はできます。）

　と　　き　１０月２９日（日）１０時～１１時３０分　１３時３０分～１６時

恭『本をゆずる市』に本を出しませんか？

　読まなくなった本を募集します。（１３ページ参照）

 　鹿島市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

図書館からのお知らせ市　民
図書館

 熊本 　
く ま も と

 義泰 　作陶展
よ し ひ ろ

～翠青磁に魅せられて～

床　の　間
コーナー

　熊本義泰さんは、昭和１９年鹿島市生ま

れの青磁陶芸家です。京都で天目の第一人

者　木村盛和さんに師事し、昭和５４年に

帰郷し、自宅に窯を開かれました。初期は

地元多良岳産出の岩石で天目を制作され、

後に『青磁』の世界へ。

日本伝統工芸展などで

多数入賞・入選されて

います。

展示期間

前期：～１１月９日（木）

後期：１１月１１日（土）～１２月２７日（水）

寓青磁ギャラリーにて

申し込みは、電話または
図書館カウンターまで
１０月３日（火）９時３０分～

『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～

１８歳で広島から呉に嫁いだ「すず」の戦時下の日常を、やさしい視線で描い

たアニメーション。昨年のキネマ旬報ベスト・テン日本映画第１位。

と　　き　１１月１２日（日）

と　こ　ろ　エイブルホール（全席自由）

料　　金　大人（一般）８００円

　　　　　大人（会員）５００円

　　　　　高校生以下　３００円

※前売当日とも９月３０日発売

第８回
えいぶる事業

えいぶるえいが
２０１７ 『この世界の片隅に』

上映時間

①１０時～１２時８分

②１３時～１５時８分

③１６時～１８時８分

エイブルからのお知らせなど
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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

と　　き　１０月１０日（火）９時３０分～１１時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

そ　の　他

　潤料金は無料です。

　潤受診票をお持ちでない人は、当日受付で申し出てください。

　潤撮影のときは、薄手のシャツや肌着は着用できます。

　　ボタンや刺繍・金具の入ったものは着用できません。

　６５歳以上の人を対象に９月から地区の公民館や保健センター

で結核健康診断を行っています。対象地区の日程で健診を受け

ていない人は、ぜひ受診してください。

　肺がん検診を受けられた人または受ける予定の人は、受診不

要です。

結核健康診結核健康診断断（胸部レントゲン（胸部レントゲン））
を受けましょを受けましょうう

胃がん検診
【対　象】４０歳以上

【内　容】

バリウムを飲み

レントゲン撮影

【自己負担金】

１,０００円

肺がん検診
【対　象】４０歳以上

【内　容】

①胸部レントゲン撮影

②痰検査（問診で必要な人のみ）

【自己負担金】

①３００円②７００円

大腸がん検診
【対　象】４０歳以上

【内　容】

便の潜血検査

※受診当日に容器を配布

【自己負担金】

６００円

前立腺がん検診
【対　象】５０歳以上の

　　　  男性

【内　容】血液検査

【自己負担金】

７００円

　ご自身のため、ご家族のためにも、年に１回はがん

検診を受けましょう。次の４種類のがん検診を同日で

実施します。（１種類から受診可能です）

　検診申込調査などにより申し込んだ人に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）

潤区ごとに受診日を定めていますが、別の日もできます。（連絡不要）

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

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

怯がんセット検診日程

対　象　区月　日

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）

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）

対　象　区月　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）

★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。

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）

※今月は、日曜日にも受診できます
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子宮頸がん・乳がん検診を実施していま子宮頸がん・乳がん検診を実施していますす

対　象　区月　日

平日に受診できない人は、ぜひこの日に受診して
ください。保健センターに申し込みが必要です。

１０月１５日
（日）午前

行成・末光・中浅浦
１１月６日
（月）午前

若殿分・新方・湯ノ峰・庄金・南舟津・
中町・本町

１１月１０日
（金）午前

中村・森・土井丸・井手・母ケ浦
１１月１４日
（火）午後

高津原（１）
１１月２４日
（金）午前

対　象　区月　日

高津原（２）
１１月２７日
（月）午前

野畠・北舟津・三部・新籠・常広・音成
１２月４日
（月）午後

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

夜間に受診できます。保健センターに申し込みが
必要です。

１２月８日
（金）夜間

　子宮頸がん検診は、毎年受けられるようになりまし

た。今月は、日曜日にも受診できます。

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。

 　保健センター（エイブル１階）緯０９５４（６３）３３７３申込・問合せ先

　県内のインフルエンザ予防接種実施医療機関で受けることができます。希望する人は、接種を

希望する日の１週間前までに直接医療機関へお申し込みください。

高齢者のインフ高齢者のインフルルエンザ予防接種エンザ予防接種

対　象　者　①６５歳以上で希望する人

　　　　　②６０～６４歳で心臓・腎臓・呼吸器などに

　　　　　　重い障がいのある人

期　　間　１０月１日～１２月３１日

　　　　　※医療機関によって異なる場合があります

接種回数　１回

自己負担金　１,３００円（医療機関の窓口でお支払ください）

　　　　　※生活保護世帯および中国残留邦人支援給付世帯の人は無料

持　参　品　毅健康保険証（住所確認用）

　　　　　毅健康手帳またはおくすりノート（済証貼付用）

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

対　象　者　中学３年生までの子どもで希望する人

期　　間　１０月１日～１２月３１日

接種回数　１３歳未満：２回、　１３歳以上：１回

助　成　額　１,０００円／回

自己負担金　接種費用から助成額（１,０００円）を引いた金額

持　参　品　母子健康手帳・健康保険証（住所の確認用）

接種場所　市内の実施医療機関と谷口医院（嬉野市）

栢期間内に上記接種場所以外で接種を受けた人にも、助

　成額を払い戻します

　①領収書②印鑑③通帳④接種済証または母子健康手

　帳を持参のうえ、平成３０年３月３０日までに保健セン

　ターへ申請してください

中学３年生までのインフ中学３年生までのインフルルエンザ予防接種エンザ予防接種

出 産 や 手 術 で 大 量 出 血 し た 人 へ
　C型肝炎検査はされましたか？平成６年頃までに、出産や手術で、製剤による感染をされた人は給付金を受け

ることができます。この給付金を受けるためには、平成３０年１月１５日までに国を相手とする裁判をする必要

があります。 検索厚生労働省　大量出血した人へ
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　献血基準など詳しくは、佐賀県赤十字社血液センターのＨＰを参照ください。

　皆さんから頂いた血液は、病気やけがなどの治療のため大切に使われています。

　尊い命をつなぐ献血にあたたかいご協力をお願いします。

と　　き　１０月２５日（水）９時３０分～１６時 と　こ　ろ　鹿島市民会館ホール入口

献 血 バ ス が き ま献 血 バ ス が き ま すす　～ 献 血 に ご 協 力 く だ さ い～ 献 血 に ご 協 力 く だ さ い ～～

 　保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３詳しくは

糖 尿 病 市 民 公 開 講糖 尿 病 市 民 公 開 講 座座

　糖尿病は日ごろの生活習慣の積み重ねでなる病気で、すぐ症

状が出ず重症化するまで気づかない恐ろしい病気です。

　その糖尿病について、専門の医師、歯科医師、薬剤師より分か

りやすくお話をしてもらいます。どなたでも参加できますので、

生活習慣病の発症予防や糖尿病の重症化予防のために、ぜひ公

開講座にお越しください。

と　　き　１０月７日（土）１４時～１６時３０分

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい３階大会議室

講　　師　

　田邊　響子さん（野中医院副院長）

　安永　麗子さん（佐賀糖尿病療養指導士会会長）

　宮原　昭さん（佐賀県歯科医師会地域保健委員会委員長）

参　加　費　無料

※その他、血糖値の測定や各種健康相談コーナーなどもあります

 　

　鹿島藤津地区医師会　緯０９５４（６３）３９６９

　保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

　曳山展示場と唐津城が見どころのコースで、糖

尿病の人だけでなく、どなたでも参加できる

ウォークラリーです。

と　　き　１０月２２日（日）

　　　　　※９時３０分集合、１５時解散予定

集合場所　唐津市ふるさと会館アルピノ

参　加　費　無料

申込期限　１０月１０日（火）

 

　佐賀大学医学部ウォークラリー事務局

　緯０９５２（３４）２５４６（平日９時～１６時）

申込・問合せ先

歩いて学ぶ糖尿歩いて学ぶ糖尿病病
ウォークラリーのご案ウォークラリーのご案内内

　市食生活改善推進協議会では毎月『食育の日』

に料理教室を行っています。

と　　き　１０月１９日（木）１０時～１４時

と　こ　ろ　エイブル調理室

会　　費　３００円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾

申込期限　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・問合せ先

食改さんの料理教食改さんの料理教室室
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　市役所にて毎週開催されている高

齢者の陶芸教室で作成した花瓶や湯

のみ、皿などの作品展示と即売会を

開催します。ぜひお越しください。

と　　き　１０月１８日（水）～２０日（金）

　　　　　９時３０分～１６時３０分

と　こ　ろ

　【展　示】　市役所１階ホール

　【販　売】　市役所ピロティ（正面玄関前）

 　保険健康課長寿社会係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

 

恭各種作業の注文をお受けします。

　『農作業』『剪定』『家事』など

恭刃物研ぎいたします。

　包丁、かま、のこ、チェーンソーなど

と　　き　１０月１９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　１０月１９日（木）９時３０分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

 　

　　シルバー人材センター

　　緯０９５４（６３）０９７０

おお知知ららせせ
陶芸教室　作品の

展示・即売会のお知らせ

詳しくは

お気軽にご相談、注文ください！
シルバー人材センター

問合せ・ご注文

 

　身体の凝りをほぐし、疲労回復や

リフレッシュにご利用ください。

設置場所　かたらい３階総合案内横

利用時間　１０時～２１時

利用料金　１００円／２０分

設置台数　２台

 　市民交流プラザかたらい

　　　　　緯０９５４（６３）３０３０

快適なひとときを！
かたらいマッサージチェア

詳しくは

 

　ＪＡ、市などで研修を行い、就農

までをサポートします。

と　　き　平成３０年５月～

　　　　　　平成３２年６月（２年間）

と　こ　ろ　『きゅうり』研修ハウス（武雄市）

対　象　者　おおむね４５歳未満（３組限定）

 　佐賀県農業協同組合みどり地区園芸部

　　　　　緯０９５４（６２）２１４５

きゅうり栽培で農業を
はじめませんか？

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５期の口座振替日は

１　０月３　１日（火）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

　平成２３年４月２日から平成２４年４月１日までに生まれたお子さんは、

必ず受診してください。 

 　教育総務課学校教育係　緯０９５４（６３）２１０３詳しくは

来年度小学校に入学する新入学児童の
健康診断を行います

開　始受　付実　施　日学 校 名

１５時～　　１４時３０分～１４時５０分１０月５日（木）能古見小学校

１５時～　　１４時３０分～１５時　　１０月５日（木）七浦小学校

１５時～　　１４時３０分～１４時５０分１０月１１日（水）古枝小学校

１５時～　　１４時３０分～１４時５０分１０月１６日（月）北鹿島小学校

１４時４５分～１４時　　～１４時３０分１０月１７日（火）明倫小学校

１４時３０分～１４時　　～１４時２０分１０月１８日（水）鹿島小学校

１５時１０分～１４時３０分～１５時　　１０月１９日（木）浜 小 学 校

※（　）内は前年比　 　鹿島警察署交通課　緯０９５４（６３）１１１１

怯１０月から１２月までの３カ月間『早めのライト点灯運動』を行います

　これから年末にかけて日暮れが早くなります。明るくても午後５時からライトを

点灯し、歩行者等の早期発見に努めましょう。また、自転車や歩行者は、なるべく

明るい服装で反射材を身につけ、車から早く気付いてもらうよう心がけましょう。

詳しくは

平成２９年８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
（＋４９３）１３,２１１件（－８１５）６,００５人（－　４）２１人（－５３５）４,５２２件佐 賀 県 内
（－０４０）７０９件（－０４２）２８９件（＋０１）２人（－　２１）２３２件鹿島警察署管内
（＋０１３）３７８件（－０３１）１５２件（　００）０人（－０１４）１２１件鹿 島 市 内

　平成２９年８月分市長交際費の支出状況を公表します。

 　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４詳しくは

支出の相手方、行事名支出金額支出日区　分
有明海沿岸道路ネットワークを活かした地域連携フォーラム８,０００円８月９日会　費
４月からの累計　１９２,３９４円８,０００円合　計

平成２９年８月
市長交際費支出状況表

　就職を希望する障害のある人に多くの企業と就職のための情報交換の場

を提供し、障害者雇用を積極的に推進していくために面接会を開催します。

と　　き　１０月１１日（水）１３時３０分～１６時　　と　こ　ろ　佐賀県総合体育館

 　ハローワーク鹿島　緯０９５４（６２）４１６８（または最寄のハローワークまで）詳しくは

障害者就職面接会を開催します

情報掲示板　愚　お知らせ
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　『ハロウィンジャンボ宝くじ』の賞

金は、１等・前後賞合わせて５億円。

『ハロウィンジャンボミニ』も同時

発売です。この宝くじの収益金は市

町村の明るいまちづくりや環境対策、

高齢化対策など地域住民の福祉向上

のために使われます。

発　　売　１０月１１日（水）

　　　　　　～１０月３１日（火）

抽　選　日　１１月９日（木）

 　佐賀県市町村振興協会

　　　　　緯０９５２（２５）１９１３

 

　平成２９年１０月６日から、佐賀県の

最低賃金は、時間額『７３７円』と

なります。

　特定（産業別）最低賃金は、改定審

議中ですが、その中の陶磁器・同関

連製品製造業（時間額７１６円）は、

地域別を下回っていますので、当分

の間、時間額７３７円が適用されま

す。

 　佐賀労働局賃金室

　　　　　緯０９５２（３２）７１７９

 

 

　１０７６ｍの頂上から望む絶景と県内

最高峰を踏破した征服感を味わって

みませんか。ガイド、救護班が同行

しますので初心者も安心です。

と　　き　１１月３日（祝）９時～１６時

　　　　　※雨天の場合１１月１１日（土）

集　　合　自然の館『ひらたに』

定　　員　３０人（小学４年生以上）

参　加　費　１,０００円（昼食代・保険料等）

持　参　品　飲み物・タオル・着替え・

　　　　　軍手・防寒具・雨具など

 　自然の館『ひらたに』

　　　　　緯０９５４（６４）２５７９

　　　　　※毎週火曜日は休館

２つのジャンボ！
～オータムジャンボから衣替え～

詳しくは

佐賀県（地域別）最低賃金
７３７円／時間

詳しくは

募募 集集

秋の経ヶ岳登山

詳しくは

 

と　　き　１１月１２日（日）

　　　　　開会式８時３０分　競技開始９時

と　こ　ろ　市民体育館および鹿島小学校体育館

内　　容　９人制

参加資格

・地区、職場、仲間同士で参加自由

・年齢制限なし（ただし、小中高生は不可）

参　加　費　１チーム　２,０００円

※１０月３０日（月）までに参加費を添えて申し込んでください

 

　スポーツライフ・鹿島事務局

　（鹿島市体育協会内）

　緯０９５４（６２）３３７９

 

　『地域主体の福祉のまちづくり』に

向けて、いつまでも安心して過ごせ

る鹿島市を創るために活動してもら

える協議体委員を募集します。

対　象　者　市内在住または市内勤務の人

募集人員　２人

募集締切　１０月１３日（金）

 　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

 

募集期限　１１月１日（水）

潤体験談＆説明会

　①１０月１日（日）１１時～１６時

　②１０月２６日（木）１９時～２０時３０分

と　こ　ろ　①佐賀商工ビル（佐賀市）

　　　　　②県国際交流プラザ（佐賀市）

※詳しくはホームページをご覧ください

　http://www.jica.go.jp/volunteer/

 　JICAデスク佐賀

　　　　　緯０９５２（２５）７９２１

 

　ふれあい塾とは、お店や事業所等の

人が『せんせい』となって、プロなら

ではの専門知識や技を学べる塾です。

と　　き　１０月２１日（土）

　　　　　　～１１月１８日（土）

と　こ　ろ　ふれあい塾参加店舗、事業所

※定員になり次第締め切ります

 　鹿島商工会議所

　　　　　緯０９５４（６３）３２３１

ミニバレーボール大会を
開催します！

申込・問合せ先

生活支援体制整備事業
第１層協議体委員募集

詳しくは

ＪＩＣＡ　『青年海外協力隊』
『シニア海外ボランティア』募集

詳しくは

『鹿島を知ろう　ふれあい塾』
参加者募集！

詳しくは

 

対　象　者　求職者

訓練期間　１２月１日（金）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　１０月３１日（火）

※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

 

 

　バリバリでご活躍の先生に習って

みませんか！参加お待ちしています。

と　　き　１０月１５日（日）

　　　　　９時３０分～１６時

と　こ　ろ　

　市民交流プラザかたらい３階大会議室

講　　師　松尾洋一さん

内　　容　漢字作品の作り方

　　　　　※資料、手本は準備します

持　参　品　書道用具一式、半紙、

　　　　　条幅用紙

受　講　料　会員１,５００円、会員外２,０００円

　　　　　※昼食代含む

 　

　　鹿島書の会庶務係　織田

　　緯０９５４（６２）０３１５

 

　不妊治療専門の医師、臨床心理士

の話や、体験者の話を聞いてみませ

んか。

と　　き　１０月２１日（土）１４時～１６時

　　　　　※受付１３時３０分～

と　こ　ろ　アバンセ第３研修室（佐賀市）

内　　容　講演・体験発表など

対　　象　不妊に悩む人など

参　加　費　無料（先着８０人）

 　

　佐賀中部保健福祉事務所

　緯０９５２（３０）２１８３

平成２９年１２月期
職業訓練受講生募集

詳しくは

講講習習会会・・教教室室

鹿島書の会　秋の練成会

申込・問合せ先

『ママとパパになりたい方のセミナー』
（一般向け不妊研修会）

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

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

情報掲示板　愚　お知らせ・募集・講習会・教室
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　鹿島史談会では、郷土の歴史につ

いて、毎月、会員や外部講師による

発表や見学などを行っています。

　どなたでも参加できます。一緒に

ふるさとの歴史を楽しみましょう。

と　　き　１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　田澤記念館（城内）

資　料　代　２００円(入場無料)

潤１０月５日（木）

演　題　『鹿島市の石造物～調査の裏づ

　　　　　け資料となった石造物たち～』

講　師　江島美央さん

　　　　（市ラムサール条約推進室）

潤１１月２日（木）

現地研修　『伊能忠敬の測量の足跡を

　　　　　たどる（市内・有明）』

集合出発　鹿島市役所前　１３時３０分～

定　員　２２人

潤１２月７日（木）　

演　題　『鹿島からみる幕末維新』

講　師　藤井祐介さん

　　　　（佐賀城本丸歴史館学芸員）

 　鹿島史談会事務局　杉谷

　　　　　緯０９５４（６３）２４８７

 

　医療機関・福祉施設で働く人を対

象に『 褥 瘡  （床ずれ）』についての
じょくそう

セミナーを行います。

と　　き　１０月２０日（金）１８時３０分～

と　こ　ろ　エイブルホール

内　　容　地域褥瘡勉強会

　　　　　『多職種から学ぶ褥瘡サポート』

講　　師　織田病院デクビタス委員会

　　　　　各専門職スタッフ

 　織田病院連携センター　神代

　　　　　緯０９５４（６３）３２７５

 

　教育評論家　尾木ママが、子育て

や里親について講演会を行います。

ぜひ、ご参加ください。

と　　き　１０月９日（祝）１３時～

と　こ　ろ　佐賀市文化会館大ホール

参　加　費　無料

 　児童養護施設洗心寮

　　　　　緯０９４２（９２）２８１８

鹿島史談会
鹿島の歴史講座

詳しくは

ゆうあい公開セミナー

詳しくは

尾木ママ子育て講演会

詳しくは

 

　食べ物の持つ命の大切さを学び伝

える料理教室です。親子や友達と、

ぜひ、ご参加ください。

と　　き　１０月２９日（日）９時～１４時

と　こ　ろ　市民会館２階婦人教室

講　　師　下田純子さん

　　　　　（佐賀自然に学ぶ会代表）

対　　象　小学３年生以上

参　加　費　５００円／１人

定　　員　２０人程度

申込期限　１０月１６日（月）

 　

　かしま自然に学ぶ会　小笠原

　緯０８０（４６９６）９０１９

 

　県教育委員会では『今、そしてこ

れからの人権啓発・教育・人権のま

ちづくりを伊万里・有田の地から～

確かな学びをもとに、人と人とがつ

ながり合い、豊かな社会をつくろ

う！～』をテーマに、研究大会・分

科会を開催します。

と　　き　１０月２０日（金）

　　　　　９時３０分～１６時

と　こ　ろ　有田町など県内４会場

参　加　費　１，５００円（資料代含む）

 

　県人権・同和教育研究協議会事務局

　緯０９５２（６２）６４３４

　http://sadoukyo.juno.weblife.me

 

　ワード、エクセル、動画作成など

の勉強したいコースと講習時間を選

んでください。

講習時間（月４回受講できます）

　月・火曜日　１３時３０分～１５時３０分

　火曜日　１０時～１２時

　水曜日　１５時～１７時、１８時～２０時

と　こ　ろ　あすとプラザ

受　講　料　４,０００円／月

　　　　　（別途テキスト代　約２,０００円）

 

　ＮＰＯ法人フロンティア

　緯０９５４（６３）４５７１

　（火・木曜日の９時３０分～１５時３０分）

秋の健康料理教室
～食べて元気をもらおう～

詳しくは

佐賀県人権・同和教育
研究大会　分科会

詳しくは

パソコン教室のご案内

申込・問合せ先

 

　ギャンブル依存症を知り、その回

復について一緒に考えてみません

か？ぜひ、ご参加ください。

と　　き　１０月１４日（土）１４時～１６時

と　こ　ろ　県教育会館（佐賀市）

講　　演　『ギャンブル依存症について』

講　　師　田中　紀子さん

　　　　　（ギャンブル依存症問題を考える会代表）

参　加　費　無料

申込期限　１０月１０日（火）

 

　佐賀県精神保健福祉センター

　緯０９５２（７３）５０６０

 

　神経難病と診断された人や転びや

すくなった、声が出にくいなどでお

悩みの人の医療に関する相談を無料

で受けています。（予約が必要です）

と　　き　１０月２４日（火）１５時～１６時３０分

と　こ　ろ　杵藤保健福祉事務所

相　談　医　鈴山耕平　神経内科医

　　　　　（佐賀大学医学部附属病院）

申込期限　１０月１７日（火）

 

　杵藤保健福祉事務所難病担当

　緯０９５４（２２）２１０５

 

と　　き　１０月４日（水）１３時３０分～

　　　　　『身の回りの差別意識と

　　　　　　　　人権侵害について』

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２９日（日）１３時～

と　こ　ろ　看護高等専修学校（高津原）

対　　　　象　介護士、看護師など医療関係者

参　加　費　２,０００円（テキスト代含む）

申込期限　１０月２０日（金）

 　（FAXまたはWebで申込）

　佐賀大学泌尿器科医局
　緯０９５２（３４）２３４４
　姉０９５２（３４）２０６０
　http://minnano-haisetsu.com/

ギャンブル依存症研修会

申込・問合せ先

難病医療相談

申込・問合せ先

人権学習会を開催します

詳しくは

排尿管理セミナーの
ご案内

申込・問合せ先

情報掲示板　愚　講習会・教室
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　解雇や賃金未払いなど、電話、来

所での相談を年間を通じて無料でお

受けします。（秘密は厳守します）

受付時間　８時３０分～１７時１５分

※土・日・祝日、年末年始を除く

恭重点受付週間の開催

と　　き　１０月２３日（月）～２９日（日）

月～金　８時３０分～２０時（来所は１９時まで）

土・日　９時～１７時（来所は１６時まで）

 　佐賀県労働委員会事務局

　　　　　緯０９５２（２５）７２４２

　　　　　死roudoui@pref.saga.lg.jp

 

　鹿島調停協会では、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

　夫婦関係、扶養、相続、土地建物、

　金銭貸借、交通事故など

と　　き　１０月２１日（土）１０時～１５時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい３階会議室

 　鹿島調停協会（鹿島簡易裁判所内）

　　　　　緯０９５４（６２）２８７０

 

　『公証週間』（１０月１日～７日）に

合わせて、無料相談会を開催します。

と　　き　１０月２日（月）・６日（金）１０時～１６時

と　こ　ろ　佐賀公証人合同役場（佐賀市）

相談内容　

胸遺言の作成胸金銭・土地建物の貸

借胸老後の財産管理胸養育費ほか

 　佐賀公証人合同役場

　　　　　緯０９５２（２２）４３８７

 

　事前に申し込みが必要です。

と　　き　１０月１５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

相相 談談
労使間のトラブル　お気軽にご相談を

～労働委員会～

詳しくは

無料調停相談会

詳しくは

公証人による
遺言等無料相談会

詳しくは

弁護士による
無料法律相談会

申込・問合せ先

 

狂無料法律相談（市民優先）

　１２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

　２６日（木）市民会館２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

　１２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　市役所３階図書室

　毎週月・金曜日

　９時３０分～１２時、１３時～１６時

狂人権相談

　市民交流プラザかたらい３階会議室

　５日（木）１０時～１５時

狂厚生年金・国民年金相談　

　新世紀センター２階会議室１

　３日（火）１０時～１２時、１３時～１５時

　市役所５階第６会議室

　１７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

　１８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

　２４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３階第２会議室

　２４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）

　８日（日）１０時～１４時３０分

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

　１６日（月）９時～１６時（時間外可）

　要予約　税務課緯（６３）２１１８

狂住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　１４日（土）１０時～１２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

その他の相談

 

 

テーマ『考えよう　進めよう

　　　　　　みんなで支え合う福祉のまちづくり』

　楽しみながら福祉を身近に感じて

もらい、皆さんの交流を深めること

を目的としたイベントを開催します。

と　　き　１１月２６日（日）１１時～

と　こ　ろ　市民会館

 　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

 

　市内中学校吹奏楽部による、恒例

の『サマーコンサート』を開催します。

　生徒たちのさわやかな演奏をぜひ

お楽しみください。（入場無料）

と　　き　１０月８日（日）

　　　　　１３時開場　１３時３０分開演

と　こ　ろ　市民会館大ホール

プログラム

　第１部　コンクールステージ

　第２部　バラエティステージ・和太鼓演奏

　第３部　ポップスステージ・合同演奏

 　教育総務課

　　　　　緯０９５４（６３）２１０３

 

　九州北部豪雨被災者支援チャリ

ティーとしてイベントを開催します。

と　　き　１０月１日（日）

　　　　　９時３０分～

と　こ　ろ　市民会館

入　場　料　１,０００円（自由席）

 　ふるさと芸能まつり実行委員会　吉岡

　　　　　緯０９５４（６２）９６１０

 

狂市内小学校運動会（鹿島・浜・能古見・明倫）

　１日（日）

狂市内中学校後期始業式

　２日（月）

狂日露交歓コンサート２０１７

　３日（火）　エイブルホール

狂生命（いのち）のメッセージ展　

　１０日（火）～１３日（金）　市役所１階

イイベベンントト
かしま福祉フェスタ
開催のお知らせ

詳しくは

市内中学校音楽会
『サマーコンサート』

詳しくは

九州北部豪雨被災者支援チャリティー
歌とおどりの祭典

詳しくは

その他のイベント

情報掲示板　愚　相談・イベント



28 Ｈ２９(２０１７).１０.１　広報かしま

祐徳稲荷神社御鎮座３３０年祐徳稲荷神社御鎮座３３０年祭祭
とと　　きき　１０１０月月１３１３日（金日（金））・・１４日（土１４日（土））・・１５日（日１５日（日））

巫女の舞やタイの舞踊など見所盛りだくさん巫女の舞やタイの舞踊など見所盛りだくさん！！

１１５５日日はは『狐の嫁入り行列』も開催します『狐の嫁入り行列』も開催します。。

 　祐徳門前活性化事務祐徳門前活性化事務所所

　　　　　緯緯０８００８０（１５３２）３２４（１５３２）３２４００

詳しくは

恐

況

挟

狭

恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭

狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂

教
教
教
教
教
教
教
教
教
教

橋
橋
橋
橋
橋
橋
橋
橋
橋
橋
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１２月号１１月号
１１月１日１０月３日

フォトコンテスト開催！！
　１０月１０日（火）まで、伝承芸能フェスティ

バルの写真を受け付けています。

　たくさんのご応募をお待ちしています！

 　商工観光課　緯０９５４（６３）３４１２詳しくは

かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかししししししししししししししししししししまままままままままままままままままままま伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝承承承承承承承承承承承承承承承承承承承承芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能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かしま伝承芸能フェス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ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルティバル
第２０回記念大会として開催された『かしま伝承芸能フェ　第２０回記念大会として開催された『かしま伝承芸能フェスス

ティバル』。舞台では神楽や舞など、笛や太鼓の音色とともに繰ティバル』。舞台では神楽や舞など、笛や太鼓の音色とともに繰りり

広げられ、カメラ愛好家など多くの観客を魅了していました広げられ、カメラ愛好家など多くの観客を魅了していました。。


