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№１０８７

１０月１５日　１０月１５日、、祐徳稲荷神社で、御鎮座３３０年式年大祭に祐徳稲荷神社で、御鎮座３３０年式年大祭に合合

わせわせてて狐の嫁入り・稚児行列が行われました狐の嫁入り・稚児行列が行われました。。

狐の化粧をした白無垢姿の花嫁やきらびやかな衣装をまとっ　狐の化粧をした白無垢姿の花嫁やきらびやかな衣装をまとったた

子どもたちが長い列となり、門前の参道を練り歩きました子どもたちが長い列となり、門前の参道を練り歩きました。。

（（２２ページに関連記事がありまページに関連記事がありますす。。））

写写真真
狐の嫁入り・稚児行狐の嫁入り・稚児行列列
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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

皐佐賀県緑化運動・育樹運動ポスターコンクール

　　教育長賞　中村　大愛（七浦小１年）

皐第６７回佐賀県児童生徒理科作品展

　　県議会議長賞　高取　杏奈（鹿島小５年）

　　県議会議長賞　井上　海空（西部中３年）

皐第２２回わたしたちの夢のトラック絵画コンクール

　　優秀賞　橋本　煌生（浜小１年）

　　優秀賞　山口　義幸（能古見小２年）

　　優秀賞　小野原　未来（明倫小３年）

　　優秀賞　川口　美雨（明倫小４年）

　　優秀賞　赤木　志龍（明倫小５年）

　　優秀賞　武富　美咲（明倫小５年）

　　優秀賞　仁戸田　歩実（鹿島小６年）

皐佐賀県高等学校空手道新人大会

　開　催　日　１０月１日（佐賀市勤労者体育館）

　【男子個人形】　優勝　【男子個人組手】　３位

　　　　　　　　　　　馬場　海星（龍谷高２年）

皐全日本カデット卓球選手権大会佐賀県予選

　開　催　日　９月１６日（唐津市文化体育館）

　【１４歳以下男子シングルス】

　　３位　松山　直人（西部中２年）

　　３位　竹下　和正（東部中２年）

※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

皆さん
　おめでとう
　ございます！

　１０月１３日から１５日までの３日間、祐徳稲荷神社で御鎮座３３０年

式年大祭・奉祝祭が行われました。期間中は、タイの舞踊や古枝地区の浮立

などが披露され、祭典に華を添えていました。

　また、１５日には、狐の化粧をした花

嫁や稚児の行列が門前商店街を練り歩

き、雨の降る天候にも関わらず多くの人

でにぎわいました。

　狐の結婚式で新郎新婦として参加し

た永池喬生さん、みずほさんは「たくさ

んの人に見てもらえて嬉しかったです。

また、なかなか経験できることではない

ので楽しい時間を過ごすことができま

した。」と話されました。

狐の嫁入り・稚児行狐の嫁入り・稚児行列列

寓狐の結婚式を務めた永池喬生さん（右）、みずほさん（左）
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食のシンポジウム 宝の海・有明海

宝の海・有明海について、“食べて”学ぶシンポジウムを開催します　宝の海・有明海について、“食べて”学ぶシンポジウムを開催します。。

唐津市出身のフードスタイリス　唐津市出身のフードスタイリストト　マロン先生による『ありあけもん』を使った調理マロン先生による『ありあけもん』を使った調理のの

講演のほか、『食と美』がテーマのワークショップもあります。１日を通して有明海と鹿講演のほか、『食と美』がテーマのワークショップもあります。１日を通して有明海と鹿島島

を味わうことができます。ぜひ、ご参加くださいを味わうことができます。ぜひ、ご参加ください！！

と　と　　きき　１１月２６日（日）１０時～１６１１月２６日（日）１０時～１６時時　　　　と こ ろと　こ　ろ　生涯学習センターエイブル生涯学習センターエイブル

　※ワークショップや講演会は個別に参加することもできま※ワークショップや講演会は個別に参加することもできますす

～見て・聞いて・ふれて・味わう～ inKashim～見て・聞いて・ふれて・味わう～ in Kashimaa

イベント情報

食と美のワークショップ

Ａ『ヨガと鹿島の食べ物でデトックス』

　時　間　１０時～１１時　　　　定　員　先着２０人

Ｂ『美と健康にプラス！発見！鹿島の天然素材』

　時　間　１１時～１２時　　　　定　員　先着４０人

マロン先生考案料理　試食会＆フリートーク

　時　間　１５時～１６時　　　　定　員　先着１００人

※ワークショップＡ・Ｂおよび試食会は事前の申し

　込みが必要です　申込締切１１月１７日（金）

マロン先生　講演会
『食から有明海を考える、

　鹿島の食材と有明海の海産物』

　時　間　１３時３０分～１４時４０分

　会　場　エイブルホール
※調理実演もあります

※この事業は、全国モーターボート競走施行者協議会から

　の助成を受けて行うものです

 　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
寓寓マロン先マロン先生生

サイドイベント
噛利き出汁に挑戦
噛野菜スープふるまい
　会　場　エントランス（１階）

噛親子ワークショップ
噛干潟手形を作ろう
　会　場　生活工房（３階）
※生活工房では読み聞かせなども行っ
　ています。親子参加でどうぞ！

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 ３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３第 ３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
９月に開催して好評でした『伊能大図パネル展』　９月に開催して好評でした『伊能大図パネル展』のの

３回目の展示会を開催します。伊能大図パネルは３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　１１１１月１１月１１日日（土）（土）～～１２１２日日（日）（日）９時９時～１７～１７時時

と こと　こ　ろろ　七浦海浜スポーツ公園体育七浦海浜スポーツ公園体育館館

 

　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

【【１１１１月１１月１１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４５４５分分～～

【【１１１１月月１１２２日日（日（日））】】

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～～

蕎蕎伊伊能忠敬の測量能忠敬の測量体体験験（（１１時間程度）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３０分３０分～ ［２回目～　［２回目］］１４１４時時３０分３０分～～

　　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１１１１月１日月１日（水）～（水）～

入場
無料
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～幼稚園・認定こども園・保育所～
平成３０年度入所申込みのご案内

恭利用手続きについて

　家庭の保育の必要性に応じた『認定』がなされます。

主な利用施設対 象認定区分

幼稚園、認定こども園
３歳以上の子どもで、教育を希望

（『保育の必要な事由』※１に該当しない子ども）
１号認定

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

保育所、認定こども園、
地域型保育※２（小規模保育など）

３歳未満の子どもで『保育の必要な事由』※１に該当し、保育を希望３号認定

※１『保育の必要な事由』とは、保護者の就労、求職、妊娠・出産、疾病・障がい、親族の介護・看護など（次ページ参照）

※２『地域型保育』とは、少人数の単位で０歳～２歳の子どもを預かる市認可事業

　　（現在認可している事業所は市内にありません）

　幼稚園・認定こども園・保育所で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。利用するには手続きが必要です。

恭幼稚園・認定こども園・保育所の紹介

潤幼稚園・・・・・・・・・・心身の発達を手助けする教育施設です。３歳になる年度から入園可能です。

電　話　番　号
開　所　時　間
（延長時間含む）

定　員（所在地）園　　名

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

０９５４（６３）４４５０　７：００～１９：００１００人（ 井 手 ）保育所めぐみ園

０９５４（６２）２３７９　７：００～１９：００１００人（ 東 町 ）ア ソ カ 保 育 園

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

０９５４（６３）０１９５　７：００～１９：００１６０人（高津原）旭 ヶ 岡 保 育 園

０９５４（６３）１３３５　７：００～１９：００１２０人（若殿分）こ と じ 保 育 園

０９５４（６２）０８１０　７：００～１９：００１６０人（ 行 成 ）誕 生 院 保 育 園

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

０９５４（６２）２８３４　７：００～１９：００１００人（下古枝）若 草 保 育 園

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

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

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

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

０９５４（６２）８９４９　７：００～１９：００２０人（ 飯 田 ）飯 田 保 育 園

電　話　番　号預かり保育時間開園時間定　員（所在地）園　　名

０９５４（６２）３０５２１５：００～１７：３０８：００～１５：００４５人（執行分）鹿島カトリック幼稚園

相談により個別対応可

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

※特別に支援が必要なお子さんの保育も全園で実施しています

電　話　番　号開所時間（延長・預かり含む）定　　　員（所在地）園　　名

０９５４（６２）３６４５７：００～１９：００１号：６０人、２・３号：各１０人（中牟田）明 朗 幼 稚 園

潤認定こども園・・・・幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設です。

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

　　　　　　　　　ては各園に直接申し込みをしてください）

入所申込みのご案内
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恭保育所・認定こども園・地域型保育（小規模保育など）での保育を希望する人

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

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

れます。

潤保育の必要な事由

　①就労している

　　（一時預かり事業に該当する短時間就労の場合は除く）

　②産前２カ月から産後２カ月以内である

　③病気をしているか、心身に障がいがある

　④同居または長期入院している親族などを介護または

　　看護している

　⑤災害などの復旧にあたっている

　⑥求職活動（起業準備を含む）をしている

　⑦就学（職業訓練を含む）している

　⑧虐待やＤＶのおそれがある場合など社会的養護が必要である

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

　⑩その他①～⑨と同様の状態にある

潤入所申込み方法

　新規や継続、兄弟姉妹が入所中などにより申し込み方法が異なります。

恭幼稚園・認定こども園などでの教育を希望する人

　入園の申込みは直接、幼稚園などに問合せのうえ申し込みをしてください。

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

　保護者の就労状況などに関係なく、３歳～５歳の子どもが利用できます。

潤利用調整について

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

優先基準を考慮し、施設利用の調整を市が行います。

　①在園児の継続入所または再入所　　②在園児の兄弟姉妹

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

　④育児休業を終了し、平成３０年度中に職場復帰する場合　　⑤小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童

　⑥保育所が所在する地区に住んでいる子ども　　⑦市内在住の子ども

　⑧上記の他に理由があり、それが承認された場合

入所申込みに関する問合せ先　福祉課社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９

【継続入所およびその兄弟姉妹の入所受付】

　窓　　口　現在通園している保育所

　受付期間　保育所より別途お知らせがあります　

　※市外の保育所に通園している人は、１２月１日から１２月２８日までに福祉課窓口（市役所１階）に申し込みください

【新規申込み】

　窓　　口　市役所１階福祉課

　受付期間　１２月１日（金）～１２月２８日（木）　※その後も随時受け付けますが、上記期間中に申し込みをした人が優先です

　持　参　品　①通帳とその登録印鑑

　　　　　　②保護者（配偶者含む）および入所予定の子どものマイナンバーカードまたは番号通知カード

　　　　　　③手続きに来られる人の身元確認書類（運転免許証など）

　　　　　　④保護者以外（配偶者など）が手続きをする場合、保護者からの委任状

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

煙１カ月の勤務時間が１２０時間以上の人

　閣『保育標準時間』（利用可能時間は最大１１時間）

煙１カ月の勤務時間が６４時間以上、１２０時間未満の人

　閣『保育短時間』（利用可能時間は最大８時間）

入所申込みのご案内
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水道事業会計の決算は、『収益的収支』で８,８７２万円の純利益となりましたが、『資本的収支』では、３億１,６５３

万円の資金不足となりました。この不足分については、当年度の減価償却費など（補填財源）を充当し、資金不足

を補いました。

怯一般会計決算の状況（構成）

市税（税金）
30億317万円
（20％）

人件費
（給料、報酬）
20億1,917万円
（13％） 物件費（事務費等）

15億7,078万円
（10％）

扶助費（福祉費）
35億9,390万円
（24％）

151億9,671万円155億877万円

補助金負担金等
12億9,369万円
（8％）

建設事業費
34億2,842万円
（23％）

公債費（返済金）
7億6,459万円
（5％）

繰出金（他会計）
19億1,179万円
（13％）

地方交付税（国交付金）
38億9,821万円
（25％）

地方譲与税等
6億6,765万円
（4％）

国県支出金
40億6,986万円
（26％）

負担金、使用料等
6億485万円
（4％）

繰入繰越金
9億6,811万円
（6％）

市債（借入金）
18億271万円
（12％）

その他
4億9,421万円
（3％）

その他
6億1,437万円
（4％）

怯指標でみる財政事情

主 な 指 標 と 説 明
２７年度２８年度

市税や普通交付税など毎年入ってくる財源がどのくらい自由に使えるかの指標で、
財政構造の弾力性（余裕）を示し、低いほど余裕があります。
今決算では地方消費税交付金や普通交付税の減が大きく影響し、３．８ポイントの増と
なりました。

経 常 収 支 比 率

８８．１％９１．９％

市町村の財政力（自前で調達できる財源）を示す指標で、１．０００に近いほど財政に余裕
があります。
１．０００を超える場合は、普通交付税の不交付団体となります。本市は例年０．４台を推
移しており、自主財源の確保の難しさを表しています。

財 政 力 指 数

０．４３９０．４５０

市町村の標準財政規模(１年間の収入)に占める公債費(返済金)の割合で、現在の借
金の状況を示す指標です。
公債費のピークであった平成１８年度以降は着実に減少しており、今決算では１．１ポイ
ントの改善となりました。

起 債 制 限 比 率

４．６％３．５％

起債制限比率に公共下水道など公営企業や衛生施設組合など一部事務組合も含めた
指標です。１８％以上の団体は地方債の借入に適正化計画の策定と県知事の許可が必要
となり、２５％以上になると借入が制限されます。
今決算では１．０ポイントの改善となりました。

実質公債費比率

８．０％７．０％

　平成２８年度の各会計の決算状況について概要を下記のとおり公表します。詳細については、鹿島市ホームペー

ジ内『平成２８年度決算カード』に掲載しています。

決 算 収 支歳 出歳 入会 計 区 分

３億１,２０６万円１５１億９,６７１万円１５５億０,８７７万円一般会計（地方財政状況調査）

０円１１億７,０４１万円１１億７,０４１万円公共下水道事業
特
別
会
計

２,５３７万円９８１万円３,５１８万円谷田工場団地造成・分譲事業

△１億２,８０２万円４８億１,７６４万円４６億８,９６２万円国民健康保険

８５万円３億８,２０８万円３億８,２９３万円後期高齢者医療

８,８７２万円４億６,９５２万円５億５,８２４万円収益的収入および支出

水道事業

公
営
企
業
会
計

０万円３億６,９６３万円
資本的収入　　５,３１０万円

補填財源　３億１,６５３万円
資本的収入および支出

怯決算の概要

　 　企画財政課財政係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

平成２８年度　鹿島市の決算状況
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　鹿島市一般会計では、財源不足補てんのため、公共

施設建設基金(積立金)については、小学校・中学校

大規模改造整備事業および市民体育館改修事業などの

財源として１億６，１３５万円を取り崩しましたが、

財政調整基金についてはほぼ取り崩しを回避しました。

　平成２８年度末の市債(借入金)残高については、新

世紀センター建設などの大型事業実施に伴い、前年度

比１２%増の１０５億となっていますが、このうち国

からの交付金で補填される『臨時財政対策債』を除けば、

実質残高は５８億円となっています。

　平成２８年度の歳入全体としては、産地パワーアッ

プ事業など農林水産関係事業の実施に伴う県補助金の

増加などが影響し、前年比７．７％の増となりました。

　主要財源である税収について、徴収率は０．９ポイ

ント改善し、収入額は１．２％の増となりました。地

方経済の景気回復がなかなか進まない中、税収をはじ

めとした自主財源の確保は依然として厳しい状況であ

り、地方交付税（国の交付金）や国県の補助金等に依存

する形になっています。

　歳出面では、少子高齢化対策、道路整備、公共下水

道事業などの都市基盤整備、さらに基幹産業である農

林水産業の活性化対策、老朽化施設の改修などで、今

後も引き続き財政需要の増加が見込まれる中、事業の

優先度を検証し、更なる財政の健全化を図っていく必

要があります。

怯平成２８年度の主な目的別内訳（決算額、構成比）

怯財政の現状と今後の展望

学校教育・

生涯学習

１２億３,６８３万円

８％

商工観光・

雇用対策

 ３億６,６１１万円

３％

土木・建設・

災害復旧

１２億２,５６５万円

８％

農林水産業

の振興

１５億６,３６１万円

１０％

議会・総務・

消防

３６億３,９５２万円

２４％

福祉・衛生

６４億４０万円

４２％

平成２８年度鹿島市決算状況
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平成２８年度　国民健康保険特別会計の決算状況

怯国民健康保険特別会計決算の状況（構成）
　平成２８年度国民健康保険の歳入額は４６億８,９６２万円、歳出額は４８億１,７６４万円で、１億２,８０２万円

の歳入不足となり、平成２５年度以降、財源不足（赤字）の状態が続いています。

　赤字発生の主な要因は、医療の高度化・高額化や、高齢化が進み、医療費（保険給付費）の支出が増えるなかで、

被保険者（国保加入者）の減少等により、国民健康保険税が伸び悩み、歳入不足となっているためです。

　なお、国民健康保険は、平成３０年度から、これまでの市町を単位とする運営から、佐賀県が主体となって財政

運営を担うこととなっており、佐賀県、県内市町と連携して、広域化に向けた事業全般の検討を行っています。

 　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０詳しくは

みんなで支えあう国保

　被保険者（国保加入者）から納めていただく国民健康保険税は、歳入の約２割を占めており、医療費の大切な

財源となっています（図１）。平成２８年度の国保税収納率（現年課税分）は、９５.２３％と前年度を０.１７

ポイント上回ることができました。今後も、納期内に必ず納めていただくようお願いします。

　また、増大する医療費は、将来的に市民の皆さんの負担を増やす恐れがあります。一人ひとりが健康管理に心

がけていくことが大切です。市では、国保加入者の４０歳から７４歳までの人を対象に、特定健診を実施してい

ますので、まだ健診を受けていない人は必ず受けるようにしましょう。対象となる人には、４月下旬に受診票を

お送りしています。

国民健康保険税
8億3,984万円
（18％）

保険給付費
27億9,534万円
（58％）

48億1,764万円46億8,962万円

介護納付金
1億6,976万円
（3％）

後期高齢者
支援金
4億862万円
（8％）

共同事業拠出金
11億8万円
（23％）

国県支出金
14億5,069万円
（31％）

療養給付費交付金
9,381万円
（2％）

前期高齢者交付金
7億9,331万円
（17％）

共同事業
交付金

11億5,077万円
（24％）

その他（繰入金等）
3億6,120万円
（8％）

その他
3億1,697万円
（7％）

保健事業費
2,687万円
（1％）

図１ 国民健康保険特別会計決算の状況

　歳入の主なものは、国県支出金

（１４億５,０６９万円）、共同事

業交付金（１１億５,０７７万円）、

次いで 国民健康保険税（８億

３,９８４万円）となっています。

　歳出では、保険給付費が２７億

９,５３４万円と全体の約6割を占

めています。

怯医療費の状況
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図２ 保険給付費（医療費等）の推移
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国保加入者が納付した税金国民健康保険税

歳入

国・県からの交付金・補助金国県支出金

退職被保険者等医療費に対する交付金療養給付費交付金

前期高齢者（６５～７４歳）の加入割合が高い保
険者へ配分される交付金

前期高齢者交付金

県内保険者の拠出金を財源として医療費実
績により配分される交付金

共同事業交付金

保険で給付した医療費など保険給付費

歳出

後期高齢者の医療費に対する支援金後期高齢者支援金

第２号被保険者（４０～６４歳）が負担する介護
給付費支払のための納付金

介護納付金

県内保険者の共同事業として医療費を賄う
ために拠出するもの

共同事業拠出金

国保加入者の健康増進のための事業費保健事業費
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図３ 年間１人当たり医療費

338,052

353,266
368,100
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424,824

　保険給付費（医療費等）は、対前年度比１．１％（約３,０００万円）の増加となりました(図２）。１人当たりの医療費

は、４２４,８２４円で、前年度比３．８％の増となりました（図３）。佐賀県平均（４２５,７１０円）より低いものの、

全国平均（３４８,１７５円）と比べると、約７７,０００円高くなっています。
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平平成成２２９９年年度度 上上半半期期予予算算執執行行状状況況
怯一般会計

　第六次鹿島市総合計画における重要な政策的事業である定住促進、子育て支援、交流人口の拡大を目指し、「みん

なが住みやすく、暮らしやすいまち」の実現に向けた安心・安全のまちづくりや施設、道路の整備、産業の振興に

取り組んでいます。

怯特別会計

　本年度公共下水道事業は、鹿島南部地区（大字納富分）を中心に汚水 管渠 の整備を行っています。
かんきょ

怯企業会計

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

怯一般会計　（予算額　１３３億５，０８３万円）

怯特別会計

支払済額（執行率）収入済額（収入率）予算額会　計　名

（８.６％）１３万円（１６８９.５％）２,５６８万円１５２万円谷田工場団地造成・分譲事業

（３２.４％）３億９,００７万円（８.０％）９,６２３万円１２億０,３７８万円公共下水道事業

（４３.２％）２１億０,６３５万円（３５.１％）１７億０,９２８万円４８億７,５１７万円国民健康保険

（２３.４％）９,０７７万円（２８.７％）１億１,１３６万円３億８,８１１万円後期高齢者医療

（４０.０％）２５億８,７３２万円（３０.０％）１９億４,２５５万円６４億６,８５８万円計

歳入の部〔収入済額  55億697万円〕

市税

地方交付税

国庫支出金

県支出金

市債

分担金・負担金

諸収入

その他

歳出の部〔支出済額  42億8,858万円〕

総務費

民生費

農林水産業費

土木費

教育費

公債費

その他

12億8,170万円 29億6,793万円 2億6,430万円 16億3,200万円
10 20 30 40 50（億円）010 20 30 40（億円）0

20億9,627万円 51億3,887万円

1億7,710万円 11億491万円

8,578万円 12億8,405万円

4億2,840万円

3億7,940万円

14億1,465万円

7億7,623万円

8億5,733万円 20億12万円

23億7,006万円 36億5,000万円

5億6,007万円

8億4,740万円

17億9,375万円

13億8,358万円

9億2,525万円

19億453万円

1億1,046万円 2億6,405万円

7,529万円 4億6,174万円

支出済額 予算額凡例収入済額 予算額凡例

0円

2億6,199万円

（収入率  41.2％） （執行率  32.1％）

怯企業会計（水道）

執行額区　分

２億４,８６７万円収入
収益的

８,３７４万円支出

０円収入
資本的

１億４,２８８万円支出

 　

　企画財政課財政係

　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

怯平成２９年度の主な事業

　①道の駅鹿島整備事業

　②小学校大規模改造事業

　③蟻尾山公園整備事業

　④辺地対策事業

　⑤放課後児童クラブ施設整備事業

　⑥肥前浜宿移住体験施設整備事業

　⑦緊急農業振興プロジェクト事業

　⑧観光プロモーション事業

寓寓移住体験施設として改修予定の旧筒井移住体験施設として改修予定の旧筒井家家

平成２９年度上半期予算執行状況



10 Ｈ２９(２０１７).１１.1　広報かしま

市有物件（土地）を売り払います
お
知
ら
せ

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。

毅地　目：宅地

毅用途地域：②　第一種居住地域

　　　　　⑥⑦　準工業地域

　市有物件の購入希望者を随時受

け付けています。詳しい物件情報

などはお問い合わせください。

 　都市建設課住宅係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１５

詳しくは

浜新町１１４５番地 浜新町１３３４番地

高額医療・高額介護合算療養費制度とは？

　医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の

負担を軽減するもので、同一世帯内に介護保険の受給

者がいる場合、一年間に支払った医療保険（同一医療

保険ごと）と介護保険の自己負担を合計し、所得に応

じた限度額を超えた分を支給するものです。

※国保と後期高齢者医療の自己負担は合算できません。

申請についての留意点など

　支給の対象となる被保険者の皆さんには、１２月ご

ろにお知らせする予定です。お知らせが届いたら、保

険健康課の窓口に申請してください。

※次に該当する人には、申請の対象となる旨のお知ら

　せができない場合があります。

　平成２８年８月から平成２９年７月末までの間に

　毅転入または転出した人

　毅医療保険を変更した人

　毅医療保険を喪失した人（死亡や生活保護受給など）

 　

　平成２９年７月３１日時点で

　毅鹿島市国保または後期高齢者医療の人

　　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０

　毅それ以外の医療保険の人

　　それぞれの医療保険へお尋ねください。

詳しくは

高額医療・高額介護合算療養費制度のご案内
お
知
ら
せ

　年内に納付した国民年金保険料は、全額が所得税・市

町村民税等の社会保険料控除の対象となります。

　年末調整や確定申告で国民年金保険料を社会保険料

控除として申告する場合には、「社会保険料（国民年金

保険料）控除証明書」の添付が必要ですので、申告を

行うまで大切に保管してください。

　納め忘れなどがある場合も、年内に納付すれば、今

年分の控除として申告できます。

 　

　武雄年金事務所　緯０９５４（２３）０１２３

詳しくは

《送付時期》

怯平成２９年１月１日～平成２９年９月３０日までの間に

　納付実績のある人・・・平成２９年１１月上旬

怯平成２９年１０月以降に今年初めて国民年金保険料を

　納付された人・・・・・平成３０年２月上旬

平成２９年の社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書が送付されます！

お
知
ら
せ

情報掲示板ワイド
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　市では、子育て支援施策の一環として、放課後児童クラブを市内全小学校（７校）で運営し、平成３０年４月から

の放課後児童クラブ入部希望者の申込受付を行います。

※土曜日（７時３０分～１８時１０分）も全校区の利用希望児童をわんぱくクラブ（リス組・パンダ組）、ひまわりクラブで預かります。

対　象　者　各小学校区の児童

入部要件　昼間、保護者（父母・６５歳未満の祖父母）が就労などで不在の家庭

※申し込みをされても、保護者の就労状況などにより入部できるとは限りません

利用時間　おおむね１４時～１８時１０分

　　　　　（夏休みなどの長期休暇中は、７時３０分～１８時１０分）

負　担　金　潤月～金曜日利用　３,０００円／月

　　　　　潤月～土曜日利用　４,０００円／月

　　　　　※別途保険料（８００円／年）と、おやつ代の負担あり

延長サービス事業（全クラブ）　１８時１０分～１９時（月～金曜日のみ）

　　　　　※負担金（１,０００円／月）

申込方法　福祉課に印鑑・児童の保険証を持参し申し込みください

申込期間　１１月１日（水）～２４日（金）

そ　の　他　定員を超えた場合、①新１年生（低学年優先）　②ひとり

　　　　　親・生活保護の世帯　③遠距離通学児童　④入部児童の

　　　　　兄弟姉妹　⑤その他の理由によりそれが承認された場

　　　　　合を優先基準として入部を決定します。

定員と こ ろク ラ ブ 名

４０人鹿 島 小 内わんぱくクラブ　リス組
４０人鹿 島 小 内わんぱくクラブ　パンダ組
２５人鹿 島 小 内わんぱくクラブ　キリン組
４０人明 倫 小 内げ ん き ク ラ ブ
３５人明 倫 小 内ほ が ら か ク ラ ブ Ａ
３５人明 倫 小 内ほ が ら か ク ラ ブ Ｂ
３９人能古見小内す ぎ の 子 ク ラ ブ
３５人古 枝 小 内ひ ま わ り ク ラ ブ Ａ
３５人古 枝 小 内ひ ま わ り ク ラ ブ Ｂ
２１人浜 小 内光 の 子 ク ラ ブ Ａ
３９人浜 小 内光 の 子 ク ラ ブ Ｂ
４２人旧農村婦人の家か が や き ク ラ ブ
３９人七 浦 小 内ゆ め っ 子 ク ラ ブ
１５人音成分校内星 の 子 ク ラ ブ

煙夏休みなどの長期休暇中利用場所が変更となるクラブ
　星の子クラブ→七　浦　小

平成３０年度　放課後児童クラブ入部案内
お
知
ら
せ

怯児童虐待とは？

潤身体的虐待

　殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、

　戸外に長時間閉め出す　など

潤心理的虐待

　無視する、罵声をあびせる、兄弟間で差別的に扱う、

　目の前で他の家族に暴力をふるう　など

潤ネグレクト（養育放棄）

　食事を与えない、病気でも病院に連れて行かない、

　著しく不潔にしておく、家に閉じ込める　など

潤性的虐待

　性交渉、性的行為を強要する、性的行為を見せる、

　ポルノの被写体にする　など

怯虐待のサイン

潤子どもの様子

　不自然な傷やあざ、家に帰りたがらない、攻撃的で

　乱暴な行動、食べ物に過度な執着をもつ　など

潤保護者の様子

　近所や地域の中で孤立している、頻繁に子どもを家

　に残し外出する、子どもや家族の不満をよく口にす

　る　など

潤家族の様子

　頻繁に子どもの泣き声が聞こえる、怒鳴り声や物を

　投げつける音がする、子どもがいるのに姿を見かけ

　ない　など

１１ 月は児童虐待防止月間です
お
知
ら
せ

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

ご連絡ください。（連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や内容に関する秘密は守られます。）

 　福祉課社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９

　　　　　佐賀県中央児童相談所　緯０９５２（２６）１２１２

詳しくは

 　福祉課社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

情報掲示板ワイド
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情報掲示板ワイド

　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月に終了

　　　　　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

　年末年始に、一時的な占用申請を希望される人は、次のような取り扱いをします。

年末年始の祐徳門前水路の
一時的な公有水面占用申請について

お
知
ら
せ

対象期間　１２月１日（金）～平成３０年２月２８日（水）

対象水路　古枝字堂園甲１５５５番１地先水路

申請期間　１１月１日（水）～１０日（金）

　　　　　８時３０分～１７時１５分

　　　　　※土・日・祝日を除く

申請窓口　市役所２階都市建設課土木管理係

潤申請の競合状況の確認は、市へ問い合わせください

　競合確認日　１１月１３日（月）８時３０分～１７時１５分

潤申請が競合した場合は申請者による協議とします

　協議日時　１１月１４日（火）１０時～１１時

　　　　　　受付９時～１０時

　協議会場　市民会館３階大会議室

 　都市建設課土木管理係　緯０９５４（６３）３４１５詳しくは

　農地や山林でイノシシやサルなどの野生動物を目撃

した場合は、速やかに安全を確保し、市役所農林水産

課や猟友会へ連絡をお願いします。また、平坦部での

中型野生動物（アナグマ、タヌキ等）の目撃や被害の報

告、オレンジ海道でのイノシシと車の衝突事故が発生

していますので注意をお願いします。

　住宅密集地や公園などで野生動物を目撃した場合や

イノシシと車の衝突事故、１１月１５日から始まる狩

猟に関することは、警察署へご連絡ください。

 　農林水産課農政係　緯０９５４（６３）３４１３

　　　　　鹿島猟友会　森田　緯０９０（１９２０）２３６７

　　　　　鹿島警察署生活安全課　緯０９５４（６３）１１１１

詳しくは

～注意してください～

野生動物の出没および狩猟解禁について
お
知
ら
せ

犬と楽しく暮らすために

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

人間のパートナーともいえる犬。楽しく一緒に
暮らすために正しい知識を持って飼いましょう。

散歩のときはリードを付けましょう

　リードを付けずに散歩していて、他人に危

害を与えたり物を壊したりすると、損害賠償

を請求される場合があります。

必ず市へ登録しましょう

　生後９０日以上の犬は、市へ登録をお願い

します。（狂犬病予防法第４条）

　また、鑑札の装着もお願いします。登録を

しないと罰則規定により２０万円以下の罰金

を課せられる場合があります。
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情報掲示板ワイド

秋季全国火災予防運動が始まります
－　１１月９日（木）～１５日（水）　－

お
知
ら
せ

　これから冬を迎え、火災が発生しやすい時季となります。もう一度、住宅や事業所の防火対策を見つめ直し、火

の取り扱いには十分注意しましょう。

 　鹿島消防署予防係　緯０９５４（６３）１１１９詳しくは

潤杵藤地区　

　１位　たき火・・・・・・・・・・　１６件

　２位　火入れ・・・・・・・・・・　４件

　３位　たばこ、コンロ、放火・・・各３件

怯平成２８年中の火災発生原因

平成２９年９月末現在平成２８年
杵藤地区

火災
件数 鹿島市内杵藤地区

９７５５５総件数

２２１２８建　物

０４４車　両

０３１林　野

７４７２２その他

怯平成２８年以降の火災発生状況（９月末現在）
と　　き　

　１１月３日（祝）

　９時３０分～１２時

　※雨天時、災害発生時は中止

と　こ　ろ　

　市役所庁舎前駐車場

内　　容　

　潤消防車・救急車体験

　潤煙体験　潤放水体験

　潤１１９番通報体験

　潤心肺蘇生・ＡＥＤ体験
はし
ご車

はし
ご車
もも

やっ
てく
るぞ
～

　や
って
くる
ぞ～
！！

親子で楽しめる！！

火の用心フェアを
　　　　　開催します

土砂災害警戒区域・特別警戒区域について
お
知
ら
せ

　県の現地調査結果をもとに『土砂災害警戒区域』および『土砂災害特

別警戒区域』が指定されました。指定された区域では、新たに家を建てる

場合に建築確認申請が必要になるなどの制限がかかる場合があります。

 　杵藤土木事務所　緯０９５４（２２）４１８４　　　都市建設課土木管理係　緯０９５４（６３）３４１５詳しくは

今回の指定区域

西葉、母ヶ浦、西塩屋、
東塩屋、小宮道、大宮田尾、
音成、嘉瀬浦、矢答

大字音成

龍宿浦、飯田、江福、矢答大字飯田

庄金、湯ノ峰、新方、野畠浜町

中尾、久保山、下古枝、
上古枝、鮒越

古枝

奥山、平仁田開拓、七開、
竹ノ木庭

大字音成

久保山大字山浦

※他の区域の指定は平成３０年度以降予定

特定の開発行為に対する許可制
住宅宅地分譲や災害時要援護者関連施設の
建築のための開発行為は、基準に従ったもの
に限って許可されます。【都道府県】

建築物の構造規制
居室を有する建築物は、作用すると想定される
衝撃力に対して建築物の構造が安全であるか
どうか建築確認がされます。
【都道府県または市町村】

建築物の移転勧告
著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所
有者等に対し、移転等の勧告が図られます。
【都道府県】

警戒避難体制の整備
土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達
や避難が早くできるように警戒避難体制の整備
が図られます。【市町村】

警戒区域では 特別警戒区域ではさらに

一冊いかがですか『さが県民手帳』
お
知
ら
せ

　暮らしやビジネスに役立ち、郷土の情報満載の平成３０年版『さが県民手帳』を販売しています。平成３０年は明

治元年から１５０年。維新博に関連した内容を新たに追加しました。カラーは、『スチールグレー／パープル』の各

サイズ２色あります。 　 　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４詳しくは

価　格　大　型　７００円（１５．４×８．８ｃｍ）

　　　　小　型　５５０円（１１．８×７．０ｃｍ）

　　　　Ａ５版　１,３００円（２１×１４．７ｃｍ）

販売所　胸市役所３階企画財政課

　　　　胸鹿島書房（新町）　胸積文館書店（西牟田）

　　　　胸県内セブンイレブン各店
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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
嬉野市太田医院　　　　　緯０９５４（４３）１１４８７日
鹿島市織田病院　　　　　緯０９５４（６３）３２７５１４日
嬉野市樋口医院　　　　　緯０９５４（４３）１６５２２１日
嬉野市谷口医院　　　　　緯０９５４（６６）３５６８２８日

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

November

１１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

の

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１・８・２２・２９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９月生まれ

１３時３０分～１３時５０分１６日（木）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１５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７日（火）離乳食教室（前期）

内　容　おやつ作り、個別相談　※申込期限１１月２１日（火）
対　象　１歳６か月～就学前児と保護者（先着１０組）

１０時～１０時３０分２８日（火）幼児食教室

内　容　歯科診察、フッ化物塗布　※必ず歯磨きをして来てください
対　象　平成２７年１１月生まれ（希望者のみ）

１３時４５分～１４時３０日（木）２回目フッ化物塗布

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１２月１日（金）マタニティスクール

内　容　血圧測定、身体測定、検尿、健康相談
対　象　成人

９時３０分～１０時３０分１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

２９日（水）
４か月児健診

（平成２９年７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）

３０日（木）
１歳６か月児健診

（平成２８年４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）

９日（木）
３歳６か月児健診

（平成２６年４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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恭税を考える週間　１１月１１日（土）～１７日（金）
　国税庁では、税の仕組みや目的等を考えていただき理解を一層深めてもらうために、毎年『税を考える週間』を

行っています。ホームページに特集『くらしを支える税』が掲載されますので、ぜひご覧ください。

（http://www.nta.go.jp/index.htm）

武雄税務署からのお知らせ
お
知
ら
せ

 　武雄税務署総務課　緯０９５４（２３）２１２７詳しくは

恭年末調整説明会（事業者対象）の開催
　年末調整とは、その年に納めるべき所得税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、そ

の差額を徴収または還付（返還）する手続きです。

　※年末調整関係書類に

　　案内状を同封しています

と　こ　ろ対象地区と　　き
武雄市文化会館武雄、嬉野１１月１３日（月）１４時～１６時
エイブル鹿島、太良１１月１４日（火）１４時～１６時

有明スカイパークふれあい郷大町、江北、白石１１月１５日（水）１４時～１６時

かしま福祉フェスタ２０１７開催！
イ
ベ
ン
ト

　『考えよう　進めよう　みんなで支え合う福祉のまちづくり』をテーマに、楽しみながらみんなで福祉を考え、交流

を深めることを目的に開催します。ぜひお越しください。

と　　き　１１月２６日（日）１０時～１６時

と　こ　ろ　市民会館および周辺

潤開会式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２時３０分

潤未来へ繋げる福祉劇・・・・・・・・・・・・・・・・１２時５０分

潤はあとふるひだまりコンサート・・・・・・１３時５０分

潤お楽しみ抽選会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５時３０分

 　同実行委員会（社会福祉協議会内）　

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

詳しくは

怯子ども木工教室（１０時～１４時）

　先着２０人　※材料費４００円／人

怯人権学習コーナー（１０時～１１時３０分）

怯展示（１０時～１６時）

　防災関連物品の展示、民生委員制度１００周年記念啓発コーナー　など

怯出店・販売コーナー（１０時～１６時）

怯エコドライブシミュレーター体験（１０時～１６時）

怯ゆるキャラ集合（１１時～１２時）

怯豚汁ふるまい（１１時３０分～）

　市では、６５歳になられる皆さんが一堂に会し、自

己の生き甲斐を新たな気持ちで見つめ、その門出を祝

う記念行事として、第２６回『６５歳　盛年の集い』を

開催します。

と　　き　１２月１０日（日）

　　　　　１３時３０分～

と　こ　ろ　エイブルホール

内　　容　式典および

　　　　　アトラクション

対　象　者　昭和２７年４月２日から昭和２８年４月１日ま

　　　　でに生まれた人で、下記のいずれかに該当す

　　　　る人

　　　　　①鹿島市に住民登録している人

　　　　　　（開催通知を送付しています）

　　　　　②過去に市内に居住していた人

　　　　　③その他出席を希望される人

　　　　 　生涯学習課社会教育・文化係

　　　　　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは

『６５歳　盛年の集い』を開催します
お
知
ら
せ
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肥前鹿島干潟等クリーンアップ作戦

　ラムサール条約登録地である新籠海岸を中

心に、全地区で取り組んだ『肥前鹿島干潟等

クリーンアップ作戦』を今年度も実施します。

　空き缶拾いなど、１時間程度の簡単な清掃

作業です。皆さんボランティア活動に参加し

てみませんか。

と　　き　１２月１０日（日）８時～　　と　こ　ろ　新籠海岸見晴らし台付近

 　環境下水道課ラムサール条約推進室　緯０９５４（６３）３４１６申込・問合せ先

～鹿島市の美しい水辺環境を守ろう！～

　肥前浜駅の交流拠点施設として整備

する駅舎増築・改修工事が平成３０年３

月中旬まで行われます。

　駅舎の利用や車での送迎などされる

場合は、ご注意ください。

肥前浜駅　駅舎の増築・改修工事を行っています
お
知
ら
せ

駅舎利用についての注意事項
毅ホームへの通行は仮改札（駅舎東側）からお願いします

毅待合室、駅事務所（切符売場）は仮設ユニットハウスを設置しています

毅仮設のトイレをご利用ください　　毅郵便ポストは閉鎖しています

毅公衆電話は駐輪場周辺に移設しています

　 　都市建設課都市計画係　緯０９５４（６３）３４１５　　佐賀県新幹線・地域交通課　緯０９５２（２５）７３４１詳しくは

　『障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関

する法律』（いわゆる『障害者虐待防止法』）に基づき、障がい

者虐待の通報や虐待を受けた障がい者からの届け出の受付

など、相談専用窓口を開設しています。

　障がい者虐待の疑いがあれば、まずは右の相談窓口へご

連絡ください。　　

 　福祉課障がい福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

障がい者虐待の相談窓口を開設しています
～まずはご連絡ください～

お
知
ら
せ

相談窓口

胸平日８時３０分～１７時１５分　市役所１階　福祉課

　　　緯０９５４（６３）２１４０

　　　姉０９５４（６３）２１２８

胸２４時間対応窓口　市障がい者虐待防止センター

　　　緯０８０（６４５５）６７０９

ゆめさが大学鹿島校　学校祭を開催します
お
知
ら
せ

　ゆめさが大学鹿島校では、第６回学校祭を開催しま

す。入場は無料。どなたでも観覧できます。ぜひ、お

出かけください。

と　　き　１１月１７日（金）１０時～１５時

と　こ　ろ　エイブル（ホール、エントランスロビー）

　 　ゆめさが大学鹿島校事務局

　　　　　　緯０９５４（６３）２３２２

詳しくは

内　　容

潤記念講演　１０時３０分～１２時

　演題　『合言葉は２度目の東京オリンピック』

　講師　関　弘紹さん（佐賀県県民環境部まなび課）

潤舞台発表　１３時～１５時

　 龍踊 り、コーラス、寸劇、リズムダンス、フラダンスなど
じゃおど

潤作品展示　１１月１６日（木）１３時～１７日（金）１５時

　絵画、写真、書、木工、手芸、絵手紙、陶磁器など
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３・２３日（祝）
４・１１・１８・２５日（土）、
５・１２・１９・２６日（日）、

市役所
保健センター

２６日（日）
市民交流プラザ
（かたらい）

７・１４・２１・２８日（火）、
３・２３日（祝）、２６日（日）

子育て支援センター
（わ・わ・わ　ぽっと）

６・１３・２０・２７日（月）、
２４日（金）、３０日（木）

市民図書館

６・１３・２０・２７日（月）、
２４日（金）

生涯学習センター
（エイブル）

７・１４・２１・２８日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

４日（土）、
６・１３・２０・２７日（月）、２４日（金）

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
溝上薬局北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６３日（祝）
アルバ薬局犬塚病院　緯（６３）２５３８５日（日）
西牟田薬局森田医院　緯（６３）３９５６１２日（日）
前山薬局西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０１９日（日）
アルナ薬局鹿島店納富病院　緯（６３）１１１７２３日（祝）
溝上薬局西牟田店別府整形外科　緯（６３）３０６３２６日（日）

平成２９年９月３０日現在

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿島市

世帯３－人１６－世帯１０,８０３人２９,８５５

世帯６－人１５－世帯　５,４０１人１３,８９９鹿　島

世帯２－人１－世帯　１,１６４人  ３,５６９能古見

世帯４－人４－世帯　１,０３９人  ３,１２０古　枝

世帯１－人２＋世帯　１,０２３人  ２,８８８浜

世帯７＋人５＋世帯　１,２３５人  ３,５２４北鹿島

世帯３＋人３－世帯　　　９４１人  ２,８５５七　浦

人４＋人１４,０６９男

人２０－人１５,７８６女

山中鉄工　　　　　　緯（６３）３３４１
鹿島設備　　　　　　緯（６３）３２２８
大隈設備　　　　　　緯（６２）１３０２
マツモト　　　　　　緯（６３）１８４１
中尾建設　　　　　　緯（６２）９２５７
兼茂　　　　　　　　緯（６３）１６１６
池田設備左官工務店　緯（６２）１７３２
宮園電工　　　　　　緯（６３）３１５１
峰松建設　　　　　　緯（６２）２０６８
佐賀庭苑　　　　　　緯（６２）８８１６

　３日（祝）
　４日（土）
　５日（日）
１１日（土）
１２日（日）
１８日（土）
１９日（日）
２３日（祝）
２５日（土）
２６日（日）

郭市ではLINEによるイベント情報などの配

　信を行っています（友だち追加用QRコード）

LINEホームページ　http://line.naver.jp/

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

６日（月）

『クリスマス飾りを作って

　　　　　　楽しもうday四』

２０日（月）

『年賀状に使える

　　　　　寝相アートday♪』

（共　通）

　時　間　１１時～１１時４５分（予定）
　場　所　子育て支援センター

　対　象　５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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ふるさと鹿島を体験するイベント開催！
イ
ベ
ン
ト

ものづくりイベントの日
　いろいろなものづくりの体験コーナーで、自分だけ

のオリジナル作品を作ってみませんか。

と　　き　１１月２３日（祝）１３時～１６時

と　こ　ろ　市民会館

対　　象　市内小・中学生、保護者など

 　教育総務課　緯０９５４（６３）２１０３詳しくは

かしま仕事めぐりツアー
　農業や漁業、ものづくりに関わる仕事の現場で、特別

に見学や体験を行います。

と　　き　１２月２日（土）９時～１６時

対　　象　市内小学５年生～中学生とその保護者

定　　員　８０人　※申込締切１１月１７日（金）

 　産業支援課　緯０９５４（６３）３４１１詳しくは

　ふるさと鹿島のものづくりや仕事にふれるイベントを開催します。参加費無料です。ぜひ、お越しください。

情報掲示板ワイド

　国民健康保険と後期高齢者医療の被保険者が、はり・

きゅうを受診する場合、助成を受けることができます。

　助成を受けるには、受診券が必要です。

助　成　額　施術１回当たり９００円

　　　　　※はりときゅうを同時に受診しても助成額

　　　　　　は９００円です

発行に必要なもの

　国民健康保険、後期高齢者医療の被保険者証

交付条件

　国保税、後期高齢者医療保険料の滞納がないこと

受診券発行窓口　市役所１階　保険健康課

利用できる施術所　鹿島市・嬉野市・太良町内の指定施術所

※後期高齢者医療の受診券は年間３６枚で有効期限が

　３月３１日までです（再発行できません）

 　保険健康課国保係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

国保・後期高齢者医療の被保険者へ

はり・きゅう助成制度のお知らせ

お
知
ら
せ

 　総務課防災係　緯０９５４（６３）２１１２

受信機の問合せ　ネット鹿島　　緯０９５４（６３）１８６２

詳しくは

Ｊアラート全国一斉情報伝達訓練が実施されます
お
知
ら
せ

　Ｊアラート（全国瞬時警報システム）は、地震・津波や武力攻撃など国からの緊急情報を、市の防災行政無線（屋外

スピーカー）と屋内放送受信機から２４時間体制で、瞬時に市民にお知らせするものです。

　次の日程で試験放送を行いますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。なお、試験放送は緊急放送となり

屋内放送は最大音量で流れますのでご注意ください。

①点滅時は電池切れのため、新
しい電池と交換してください。
単３アルカリ４個

①消灯時はコンセントが抜け
ていないか確認し、きちんと
入っていれば故障の可能性があ
ります。ご連絡ください。

②点滅時は故障のため、ご連絡
ください。（ケーブルテレビの工
事中は点滅する場合があります）

③数字が出たままの場合は、左
の“ラジオ”のボタンを２秒以上
押してください。

①①

②②

③③

こんなときは？

緊急地震速報訓練
と　　き　１１月１日（水）　午前１０時頃

放送内容　こちらは、鹿島市役所です。

　　　　　ただいまから訓練放送を行います。

　　　　　（緊急地震速報チャイム音）緊急地震速報。

　　　　　大地震です。大地震です。これは訓練放送です。

　　　　　こちらは、鹿島市役所です。

　　　　　これで訓練放送を終わります。

情報伝達訓練
と　　き　１１月１４日（火）　午前１１時頃

放送内容　これは、Ｊアラートのテストです（×３回）。

　　　　　こちらは、鹿島市です。
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 　佐賀県薬剤師会　　　　　　　　緯０９５２（２３）８９３１

　　　　　佐賀県後期高齢者医療広域連合　緯０９５２（６４）８４７６

詳しくは

　皆さんの中に病院ごとに『お薬手帳』を複数持っている人はいませんか。これで

は『お薬手帳』本来の機能を発揮できません。現在、飲んでいるすべての薬を一冊

の手帳に記録しておくことが大切です。ひとつにまとめることで、薬の重複・薬の飲

み合わせや副作用がないか確認できます。

　医療機関では保険証、診察券と一緒に『お薬手帳』も出しましょう。

違う名前でも同じ薬！！
　最近では、ジェネリック医薬品（後発医薬品）が多
く処方されています。例えば『ブロプレス』と『カ
ンデサルタン』では名前は違いますが、まったく同
じ血圧を下げる薬です。複数の病院を受診している
時には薬の重複もチェックできます。

もちろん飲み合わせも！！
　薬の飲み合わせや副作用は『飲み薬』だけではあ
りません、『貼り薬・目薬』『市販薬』『サプリメン
ト』等も原因となります。あなたが飲んでいる薬の
記録は医師や薬剤師にとって重要な情報です。

薬局でお尋ねください
　『お薬手帳』は薬局にて無料でお渡ししています。
手帳の整理なども薬剤師にご相談ください。気軽に
相談できる『かかりつけ薬剤師・薬局』を決めるこ
とをおすすめします。

災害時、緊急時のためのご提案
　救命士や消防士にあなたが飲んでいる薬や病歴が
すぐ解るようにしておくと適切な対応ができます。
そのために『お薬手帳』の自宅での保管場所は冷蔵
庫前面のとびらをおすすめします。

お薬手帳を正しく使いましょう

　介護保険の財源は、介護保険料と公費で半分ずつ負担しており、社会全体で制度を支えるしくみになっています。

　介護保険料を滞納すると、保険給付の制限など滞納分以上の厳しい負担が生じてしまいますので、必ず期限内に

納めましょう。

介護保険料は大切な財源です
　　　　期限内に納めましょう

 　杵藤地区介護保険事務所業務係　緯０９５４（６９）８２２３　http://www.kitou-web.jp/kaigo/

　　　　　市保険健康課長寿社会係　　　　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

災害等による減免
愚震災、風水害、火災などの被害により住宅、家財、又はその他の財産について著しく損害を受けたとき

愚死亡や長期間の入院、心身に重大な障害を受けるなどして収入が著しく減少したとき

愚事業または業務の休廃止、著しい損失、失業、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他

　これらに類する理由により収入が著しく減少したとき

低所得者減免　※生活保護受給者は対象になりません
愚保険料段階が１～３段階に該当する人で、下記①～③のすべてに当てはまる場合に適用されます

　①収入が次のいずれかに該当する

　　（Ａ）保険料段階が１段階で、本人の収入額が４２万円（他の世帯員１人につき１８万円ずつ加算）以下

　　（Ｂ）保険料段階が２・３段階で、本人の収入額が８４万円（他の世帯員１人につき３６万円ずつ加算）以下

　②住民税課税者に扶養されておらず、生計を共にしていない

　③資産等を活用しても、なお生活が困窮している状態にある

第１号被保険者（６５歳以上の人）の介護保険料の減免制度があります

みんなのあんしん介護保険
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受 賞 者 紹 介

紺綬褒章　エスティ工業㈱様

１０月２０日、学校教育や社

会教育の向上発展、また、市民

交流プラザや都市公園整備の

ため、市へ多額の寄附をいた

だき、市政へ多大な貢献をさ

れた功績に対して、国から紺

綬褒章が授与されました。

この日、同社代表取締役社長

里民則様への伝達式を行いま

した。

受 賞 者 紹 介

佐賀県交通安全功労者表彰

１０月１９日、佐賀県庁で行

われた平成２９年度佐賀県交

通安全功労者表彰式で、鹿島

市交通安全指導員の田中政義

さん（高津原）が、永年の献身

的な交通安全活動が認められ、

交通安全功労者表彰を受賞さ

れました。

田中　政義様

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
能古見小学校浅浦分校が廃校になります

　浅浦分校は、１年～２年生まで就学し

ていましたが、ここ数年は新入学児童の

減少に伴い５人前後で推移していまし

た。平成２８・２９年度は、保護者の希

望により入学予定児童が本校に就学し

たことで今年４月から休校しています。

　教育委員会では、平成２７年度から校

区内で浅浦分校の存廃に関する保護者

説明会や住民説明会を開催し、協議を

行ってきました。９月議会で議決され、

能古見小学校浅浦分校は平成３０年３

月末をもって廃校とすることになりま

した。廃校後の校舎利用については、現

在、活用方法を検討中です。

浅浦分校の沿革　（学校要覧より抜粋）
明治６年　訓蒙小学校と称し、現在地に創立
明治９年　浅浦小学校に改称
明治２５年　合併し、能込尋常小学校となる
明治３１年　浅浦分校となる
昭和１９年　４年生本校に通学する
昭和３１年　新築落成する
昭和５７年　３年生本校に通学する

 　教育総務課
　　　　　緯０９５４（６３）２１０３
詳しくは

秋の『花いっぱい運動』が開催されました

　１０月２１日、地域ボランティア活動

の一環で、通称『花ボラ』に取り組まれ

ている鹿島実業高等学校の生徒・ＰＴ

Ａ・先生と中心商店街・商工会議所の合

同で、『まちなか花いっぱい運動』が開催

されました。集まった鹿島実高の生徒、

アソカ保育園・明朗幼稚園の園児、商店

街関係者総勢２００人の参加者は、鹿島駅前から商店街一帯の除草と清掃活動に

加え、公園の花壇やお店の前のプランターに花を植えました。

　今回は、パンジーやハボタンなど８００本の花苗を植え込み高校生の『想い』

をプレート１５０枚に書いてプランターに添えてもらいました。花苗とプレート

に書いてもらった高校生の『想い』が大きく花を咲かせることを切に願います。
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　９月２４日、台風で１週間伸びま

したが好天の下、大成功の運動会で

した。今年のスローガンは『“輝け

七っ子魂”全力・本気・スーパース

マイル』全校児童１１５人が全力で

本気で頑張りました。

　大きな声で一致団結して、しかも

工夫を凝らした応援合戦は素晴らし

く、赤組白組ともに大きな拍手をも

らいました。

　低学年のダンスは１・２年生３１

人が運動場が狭く見えるくらいリズ

ミカルに大きな演技を披露しました。

　中学年の面浮立はさすが本場だけ

あって大きな演技で勇壮に踊ること

ができました。また、最後の決め

ポーズ写真撮影の時間は好評でした。

　５・６年生のスタンツ＆ダンスは

さすが学校の顔だけあって、非常に

美しく勇壮でした。練習の時はなか

なか全員が完成できなかった倒立や

タワーも見事なできばえでした。ダ

ンスはリズミカルにしかもかっこよ

く踊ることができました。最後の一

人一人のパフォーマンスもおもしろ

かったです。

　昼休み前はお父さんお母さん、そ

して地域の方々も参加しての『むつ

ごろうどん』を踊りました。また、

いろいろな競技にお父さんお母さん

に参加していただき、和やかな笑顔

に満ちた運動会になりました。

　七浦小学校は地域とともにある学

校です。これからも地域の方々に御

支援御協力いただきながら元気な学

校をめざし頑張ります。

～運動会～

七浦小学校

校学 だ よ り

No.２４６

“under the weather ” 

今月のキーフレーズ

№１４３

　この表現は、『気分が優れない』『調子が悪い』という意味です。 オードリー先生

（ジョン）　どうしたの？少し顔色が悪いよ。

（ジェーン）　近ごろずっと調子が悪いの。

　　　　　病気になってるのかな。

What's wrong? You look a little pale.

I've been feeling under the weather 
lately. I think I'm getting sick.

John:
Emily:

（ダニー）　ごめんね。今夜会えないみたい。

　　　　　ちょっと気分が優れなくて。

　　　　　咳やくしゃみが１日中出るんだ。

（サンディ）　まぁ大変！病気みたいね。早く良く

　　　　　なってね。

Danny:

Sandy:

I'm sorry, I can't meet you tonight.
I'm feeling a bit under the weather.
I've been coughing and sneezing all day!
Oh, no! You sound sick. Feel better soon.

こんなときこのひとこと、学校だより
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 熊本 　
く ま も と

 義泰 　作陶展
よ し ひ ろ床　の　間

コーナー

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
　http://kashima-able.com/

詳しくは

図書館からのお知らせ市　民
図書館

怯本をゆずる市を開催します　　※本を入れる袋をお持ちください

　図書館で不要になった本や皆さんから募集した本をお譲りします。

と　　き　１１月３日（祝）、４日（土）、５日（日）　９時３０分～１７時

　　　　　１１月７日（火）　　　　　　　　　　　９時３０分～１９時

と　こ　ろ　図書館内　　　※冊数は１人１０冊まで

怯『赤ちゃん絵本セット』貸し出します！

　赤ちゃんにはどんな絵本を選べばいいの？と

困っているあなたへ。図書館おすすめの絵本５

冊を１セットにした『赤ちゃん絵本セット』がで

きました。

　ぜひ、お子さんと一緒に楽しんでください。

 　市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

～ 翠青磁 に魅せられて～
すいせいじ

ギャラリートークを開催します！

と　き　１１月１１日（土）１３時３０分～

ところ　エイブル２階交流プラザ

テーマ　わたしの歩いた道～絵画・陶芸・まちづくり～

　熊本さんが歩んでこら
れた道、そしてこれから
のことをお話しいただく
予定です。お楽しみに！

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

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
※別途保険料
　１００円必要

エイブル３階研修室［座学］１１月２１日（火）１０時～１２時高橋　研一

（鹿島市民図書館学芸員）

※座学のみ

４０人
公開講座　※両日程参加必要
多良海道の歴史を歩く
（座学＆ウォーキング） 現　地［ウォーク］１２月９日（土）９時３０分～１５時

無　料
エイブル２階

音楽スタジオ
１１月２２日・２９日（水）
１０時～１１時３０分

永池　守

（エイブル館長）
２０人

会員限定無料講座
館長の実用書道教室
～年賀状編～　午前コース

無　料
エイブル２階

音楽スタジオ
１１月２８日・１２月５日（火）
１９時～２０時３０分

永池　守

（エイブル館長）
２０人

会員限定無料講座
館長の実用書道教室
～年賀状編～　夜コース

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）　※全席自由　発売中

と　こ　ろ　エイブルホール

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　同一料金

上映時間

①１０時～１２時８分

②１３時～１５時８分

③１６時～１８時８分

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』

　子供向けの『えいぶるえいが』は、今年も懐かしのアニメ短編集を無料上映。

『ディズニー』や『トムとジェリー』の短編集２番組を各３回ずつ上映します。

と　　き　１２月１７日（日）　　と　こ　ろ　エイブルホール　　　入場無料

トムとジェリー吹替版ディズニー楽しい乗り物

１０時４５分
　～１１時４５分

②
９時３０分
　～１０時３０分

①

１３時１５分
　～１４時１５分

④１２時～１３時③

１５時４５分
　～１６時４５分

⑥
１４時３０分
　～１５時３０分

⑤

第９回
えいぶる事業

えいぶるえいが
２０１７ エイブルからのクリスマスプレゼント

エイブルからのお知らせなど
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このごみどの袋・人権の輪

　今年度も市民向けの『鹿島市人

権学習会』を６月２０日から１０

月４日までの期間に７回に分けて

開催しました。

　今年度は、『同和問題』『イン

ターネットを悪用した人権問題』

『女性や子どもの人権問題』『障が

い者や外国人の人権問題』をテー

マに取り上げました。

　どの学習会でも参加された皆さ

んには、身近な生活に潜む人権問

題の中から自分の問題として考え

ていただくように工夫をしながら

『人権』とは何かを考えていただ

きました。改めて人権とは、『一

人ひとりが人間らしく生きていく

ために、生まれながらに持ってい

る大切な権利』であることを確認

しました。

　しかし、提案した現実のさまざ

まな人権問題に触れるとき、まだ

まだ解決すべき諸問題に気づく学

習会でもありました。

　人権学習会の参加者アンケート

には、「今回初めて同和問題と向

き合えた。」「同じ空の下に生活し

ていて皆が平等であるべきと強く

感じた。」「誤った認識や偏見をな

くして正しく理解していきたいと

思った。」「話を聞いてよかった。」

「今後は受講した内容を生活の中

に生かしたい。」「他人事ではない。

話を聞いて感じたことを家庭や職

場にも伝えたい。」といった感想も

多くありました。

　毎年開催する鹿島市人権学習会

ですが、若い世代の参加者が少な

く、また参加者が固定化される傾

向にあることも反省点の一つです。

今後は、もう少し幅の広い年代の

層に参加してもらえるような手立

てを講じ、少しでも自分自身の問

題として『人権』に関心を持って

いただくように工夫し、内容の充

実に努めていきたいと考えます。

人権が尊重される社会にするために
　　～平成２９年度鹿島市人権学習会を振り返って～

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
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ラベルとキャップをはずして適正なリサイクルを！

※平成３０年３月までは移行期間です。４月以降、ラベル

　とキャップをはずしていない場合は回収できません。

　市指定のごみ袋でペットボトルを出す場合は、ラベル

とキャップの分別をお願いします。

　これはどうするの？

　鴨リング（キャップ下の輪っか）
　　取らずに市指定ごみ袋『ペットボトル』へ

　鴨はがしにくいラベル
　　無理にはがさず、市指定ごみ袋『もえるごみ』へ

No.１３７

暖暖暖暖暖暖暖暖暖暖暖暖暖暖房房房房房房房房房房房房房房器器器器器器器器器器器器器器具具具具具具具具具具具具具具暖房器具ははははははははははははははは、、、、、、、、、、、、、、、正正正正正正正正正正正正正正ししししししししししししししくくくくくくくくくくくくくく処処処処処処処処処処処処処処分分分分分分分分分分分分分分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ししししししししししししししょょょょょょょょょょょょょょうううううううううううううう正しく処分しましょう！！！！！！！！！！！！！！！

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

栢市の指定ごみ袋に入れば『もえないその他』へ

　入らなければ『粗大ごみ』ステッカーを貼りましょう

　毅石油ストーブ　毅石油ファンヒーター　毅電気ストーブ　

　毅オイルヒーター　毅ホットカーペット　毅こたつ　　など

　石油ストーブ、石油ファンヒーターは灯油タ

ンクを空にしてください。また、オイルヒー

ターはオイルを抜いてください。ホットカー

ペットなどは折りたたんでください。

栢エアコンは、買換え先の電気店へ

　家電リサイクル法によりエアコンは粗大ごみとして収集できません。処分のみの場合は、

市内の協力店へご相談ください。※市内の協力店は市のホームページで確認できます
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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

対　象　者

【平成３０年度までは５歳刻みで対象者が決められています（経過措置）】

　①今年度中に６５・７０・７５・８０・８５・９０・９５・１００歳になる人

　　（対象者には４月にお知らせのはがきを郵送しています）

　②６０～６４歳で、心臓・腎臓・呼吸器などに重い障がいのある人

接種期限　平成３０年３月３１日

自己負担　２,５００円（医療機関窓口でお支払いください）

　　　　　※生活保護世帯の人は無料

注意事項　

１．過去に２３価肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある人

　　は対象外です

２．定期接種の対象となるのは１人１回のみです

　（上の『対象者①』の人は、今年度接種を受けなかった場合、

　　次年度以降は全額自己負担となります）

３．平成３１年度以降の対象者は６５歳と左の『対象者②』の人です

 　保健センター（エイブル１階）

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

　県内の医療機関での個別接種です。直接医療機関へ申し込みください。

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

　市食生活改善推進協議会では毎月、料理教室を実

施しています。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　１１月２１日（火）１０時～１４時

と　こ　ろ　エイブル調理室

参　加　費　３００円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角布

申込期限　１１月１４日（火）

食改さんの料理教食改さんの料理教室室

『早ね・早起き・朝ごはん』
　県では、食育への意識を高め、実践を促すために

食育月間が定められています。

怯『食育の日』

　毎月１９日は国が定める食育の日、また毎月第３

金・土・日曜日は県が定める食育の日です。

　正しい食習慣づくりは、子どもだけでなく大人に

とっても大切です。食育月間や食育の日を機会に食

生活の大切さを見直し、週末にゆっくりご家庭で食

育について考えてみましょう。

１１月は食育月間で１１月は食育月間ですす

　テーマは『お口の健康』です。生活習慣病との関連につ

いて歯科医師による講話があります。一緒に学んで生活習

慣病を予防しましょう。（参加無料、申込不要）

と　　き　１２月９日（土）１４時～１４時３０分　※受付１３時３０分～１４時

と　こ　ろ　志田病院

歯科公開講座のご案歯科公開講座のご案内内

　それぞれの思いを語り、分かち合いながら少しでも前向きになれるきっかけ

づくりを目的に、がん患者・家族集いの会を開催します。

と　　き　１１月１８日（土）１３時～１６時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい

内　　容　

　胸クリスマスリースづくり　１３時～

　　講師　フローリスト　尾﨑　京子さん

　胸親睦・交流会　１４時～

がん患がん患者者・・家族集いの家族集いの会会

 　佐賀県がん総合支援センター（佐賀県総合保健協会内）

　　　　　　　　緯０１２０（２４６）３８８

　　　　　　　（月・水・金の９時３０分～１３時、１４時～１６時３０分）

申込・問合せ先

対　　象　がん患者とその家族

　　　　　（先着３０人）

参　加　費　３００円／人

※会場までの交通手段がない人は、車での

　送迎を行いますので、ご相談ください

申込期限　１１月１３日（月）



広報かしま　Ｈ２９(20１７).11.125

※今年度、すでに国保特定健診を受診した人、国保人間ドック・脳ドックの助成を受けた人は受診できません。対象者には事前に受診票、受診券を配布していますが紛失した人はご連絡ください。

と　　き　１１月１２日（日）８時３０分～１０時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

対　象　者　今年度４０～７４歳になる国保加入者

内　　　　容　身長・体重・血圧測定・

　　　　　血液検査・尿検査・診察

料　　金　１,０００円

日曜日に特定健診を実施しま日曜日に特定健診を実施しますす
　国保の人の特定健診を行います。ぜひ、受診してください。

　事前の申込みをお願いします。

 　保健センター（エイブル１階）緯０９５４（６３）３３７３申込・問合せ先

　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種類のがん検診を実施し

ます。（１種類から受診可能です）

　検診申込調査で申し込んだ人へ、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。

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

潤検診を希望する人は、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

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

検診項目月　日

★大腸がん、肺がん検診（受付時間　９時～１０時）
１１月１５日
（水）

★大腸がん、胃がん検診（受付時間　９時～１０時）
１１月１６日
（木）

検診項目月　日

★胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん検診
（受付時間　８時３０分～１０時３０分）

１１月２１日
（火）

★大腸がん検診（受付時間　１８時～１９時）
１１月２８日
（火）

怯がんセット検診日程

※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

　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。

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

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

 　保健センター（エイブル１階）緯０９５４（６３）３３７３申込・問合せ先
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と　　き　平成３０年１月７日（日）

　　　　　受付１３時～　開式１４時～

と　こ　ろ　市民会館大ホール

対　象　者　平成９年４月２日～平成１０年

　　　　　４月１日までに生まれた人

そ　の　他

　鹿島市に住民登録のある対象者に

は、案内ハガキを送ります。鹿島市以

外に住む人で、鹿島市の成人式に参加

を希望される人は、ご連絡ください。

 　生涯学習課社会教育・文化係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

 

　妊娠、出産、育児などを理由に離

職した人の再就職をサポートする

『子育て世代の就活フェスタ』を開

催します。（申込不要）

と　　き・と　こ　ろ

気１１月１０日（金）　森のリゾートホテル（武雄市）

気１２月１５日（金）　サンメッセ鳥栖（鳥栖市）

気平成３０年１月１９日（金）　グランデはがくれ（佐賀市）

対　　　　象　未就業中の子育て世代の人

内　　　　容　企業紹介、ワークショップなど

参　加　費　無料

※託児を希望する場合は事前にご連絡ください

 　佐賀電算センター

　　　　　緯０９５２（３４）１５３５

おお知知ららせせ
平成３０年　鹿島市成人式

のご案内

詳しくは

子育て世代の
就活フェスタ開催

詳しくは

 

　『社会を明るくする運動』の一環と

して、矯正展を開催します。

と　　き　１１月１８日（土）９時～１６時

　　　　　１１月１９日（日）９時～１５時

と　こ　ろ　佐賀少年刑務所庁舎前（佐賀市）

 　佐賀少年刑務所職業訓練担当

　　　　　緯０９５２（２４）３２９１

さが矯正展

詳しくは

 

　視覚障害教育の啓発活動を目的に、

公開授業や『目の支援センターゆうあ

い』による相談会、幼児・児童・生徒の

作品展示などを行います。（申込不要）

と　　き　１１月１９日（日）８時３０分～

と　こ　ろ　佐賀県立盲学校（佐賀市）

 　佐賀県立盲学校地域支援部

　　　　　緯０９５２（２３）４６７２

佐賀県立盲学校
公開授業のご案内

詳しくは

　平成２９年９月分市長交際費の支出状況を公表します。

 　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４詳しくは

平成２９年９月　市長交際費支出状況

支出の相手方、行事名等支出金額支出日区　分
全国健康福祉祭ねんりんピック出場（４人）２０,０００円９月５日

餞　別 稲荷ようかん８箱（東京佐賀県人会へ提供）１２,８００円９月１２日
国民体育大会・全国障害者スポーツ大会出場（選手１２人）６０,０００円９月１４日
地区敬老会３,０００円９月１８日祝　儀
鹿島錦印鑑ケース１個（第５回鹿島はしご酒スタンプラリー抽選会賞品提供）６,０７５円９月１９日

その他
名刺印刷代４,７５２円９月２８日
４月からの累計　２９９,０２１円１０６,６２７円合　計

※（　）内は前年比　　　栢思いやり運転で　脱ワーストワン！

怯１０月から１２月までの３カ月間『夕暮れ時の早めのライト点灯運動』実施中

　ドライバーは夕暮れ前の午後５時からライトを点灯し、歩行者の早期発見に努めましょう。また、歩

行者は、なるべく明るい色の服装で反射材を身に付け、車から早く気づかれるように心がけましょう。

 　鹿島警察署交通課　緯０９５４（６３）１１１１詳しくは

平成２９年９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
（＋４７５）１４,７９０件（－９１４）６,７２６人（－０４）２２人（－５９７）５,０８３件佐 賀 県 内
（－０６３）７７５件（－０３９）３２１件（＋０１）２人（－０２０）２６１件鹿島警察署管内
（＋００２）４１３件（－０３２）１６４件（　００）０人（－０１５）１３３件鹿 島 市 内

潤市税集合徴収分
潤介護保険料
潤後期高齢者医療保険料の

第６期の口座振替日は

１　１月３　０日（木）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

１日（金）　　　　　　　開会、会議録署名議員の指名、会期の決定、

　　　　　　　　　　　議案の一括上程（市長提案理由説明）

２日（土）～５日（火）　　休会

６日（水）～７日（木）　　議案審議、質疑、討論、採決

８日（金）　　　　　　　調整日（議案審議、質疑、討論、採決）

９日（土）～１０日（日）　　休会

１１日（月）　　　　　　　常任委員会

１２日（火）　　　　　　　休会

１３日（水）～１５日（金）　　一般質問

１６日（土）～１７日（日）　　休会

１８日（月）　　　　　　　調整日（一般質問）

１９日（火）　　　　　　　休会

２０日（水）　　　　　　　委員会報告、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１２月定例会会期日程（案）
～あなたも傍聴してみませんか～

※一般質問の数などにより議事日程
　を変更する場合があります。
※一般質問などの内容は鹿島市ＨＰ
　の『鹿島市議会』に掲載します。
※ケーブルテレビでは１１チャンネル
　で議会中継を放送します。

情報掲示板　愚　お知らせ
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恭各種作業の注文をお受けします。

　「秋の農作業」「庭木の剪定」「はが

き書き」などお受けします。気軽に

ご相談、ご注文ください。

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　１１月１６日（木）８時３０分～

※当日ご都合がつかない人は、前日ま

　でにセンターへご持参ください。

恭会員を募集しています。（６０歳以上）

説　明　会　１１月１６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

 

　環境省では、象牙の管理強化のた

め、国内在庫の把握を目的とした

キャンペーンを行っています。

　未登録の象牙をお持ちの人は、ご

連絡ください。

登録対象　全形を保持した象牙

※印鑑やアクセサリーなどの製品は対象外

未登録の象牙を売ったりあげたりするのは違法です

 　

　象牙在庫把握キャンペーン事務局

　緯０３（６６５９）４６６０

 

 

　平成３０年度第１学期（４月入学）

の学生を募集します。

　放送大学はテレビなどの放送やイ

ンターネットを利用して授業を行う

通信制の大学で、心理学・福祉・経

済・歴史・文学・自然科学など、幅

広い分野を学べます。

　出願などはインターネットでも受

け付けます。（http://www.ouj.ac.jp）

出願期間①１２月１日～平成３０年２月２８日

　　　　②平成３０年３月１日～３月２０日

※資料を無料で差し上げます

 　放送大学佐賀学習センター

　　　　　緯０９５２（２２）３３０８

小さな仕事もお受けします
シルバー人材センター

問合せ・ご注文

象牙在庫把握キャンペーン

詳しくは

募募 集集
放送大学
４月生募集

詳しくは

 

　地球温暖化対策のため、家庭で節

電の取り組みをしていただく世帯を

募集します。

　参加世帯には九州内の道の駅、

スーパー、コンビニなどで使用でき

るポイント券を差し上げます。

取組期間　１２月～平成３０年２月

募集締切　１２月２２日（金）

 （http://q-ecolife.com/）

　九州版炭素マイレージ制度推進協議会

　（日本トータルテレマーケティング）

　緯０５７０（０８７）３３５

 

対　象　者　求職者

訓練期間　平成３０年１月５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　１１月２９日（水）

※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

 

 

　『ここまで出来る在宅医療』をテー

マに公開講座を開催します。

と　　き　１１月２５日（土）開場１３時

　　　　　１４時～１６時４５分

と　こ　ろ　エイブルホール

内　　容　潤基調講演潤相談コーナー

　　　　　潤介護食体験コーナー　ほか

 　鹿島藤津地区医師会

　　　　　緯０９５４（６３）３９６９

 

と　　き　１１月２３日（祝）１０時～１２時

と　こ　ろ　高津原コミュニティセンター『かんらん』

資　料　代　３００円

託　児　券　２００円（おやつ代含む）

 　鹿島友の会　リーダー下村

　　　　　緯０９５４（６２）５９３０

『九州エコライフポイント』
節電の冬期参加者募集

申込・問合せ先

平成３０年１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
在宅医療・介護
市民公開講座

詳しくは

家事家計講習会

詳しくは

 

　『地域包括ケア時代の私たちの役

割～地域創り、街創りに参加しよ

う！～』をテーマに研究発表会を開

催します。

と　　き　１１月１８日（土）

　　　　　１５時～１８時３０分

と　こ　ろ　エイブルホール

内　　　　容　院内外からの演題発表

特別講演　講師　田中志子　医師

　　　　　　　　（内田病院理事長）

参　加　費　無料　※申込不要

 　志田病院

　　　　　緯０９５４（６３）１２３６

 

　連合青年団では鹿島の食材を使っ

たスイーツ作り体験を開催します。

と　　き　１２月９日（土）

　　　　　１３時３０分～１６時３０分

　　　　　（受付１３時～１３時２０分）

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい３階

対　　　　象　市内小学４～６年生と保護者

定　　　　員　１０組

参　加　費　５００円

持　参　品　エプロン、三角巾、マスク

申込期限　１１月１７日（金）

※詳細は青年団ＨＰでご確認ください

　http://kashimaseinendan.the-ninja.jp/

 　市連合青年団　竹下

　　　　　緯０８０（５２７４）４２９９

 

　地域の皆さんや医療機関・福祉施

設で働く人を対象に耳鼻咽喉科医師、

言語聴覚士が『 嚥下 』について講演
えんげ

します。ぜひ、お越しください。

と　　き　１１月１７日（金）

　　　　　１８時３０分～１９時３０分

と　こ　ろ　エイブルホール

演　　題　

　地域嚥下サポート勉強会

　『認知症の摂食嚥下障害について』

講　　師　

　織田病院嚥下サポート委員会

　医師／言語聴覚士

 　織田病院　神代

　　　　　緯０９５４（６３）３２７５

志田病院　研究発表会

詳しくは

クリスマスケーキを作ろう！

詳しくは

ゆうあい公開セミナー

詳しくは

定員募集訓練科

１８電 気 設 備 施 工 科

情報掲示板　愚　お知らせ・募集・講習会・教室
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　ケアマネジャーがお話を伺います。

お気軽にお越しください。

と　　き　１１月１０日（金）１０時～１５時

と　こ　ろ　ダイレックス北方店

相　談　料　無料　※申込不要

※県内１１カ所で開催されます

 　佐賀県介護保険事業連合会

　　　　　緯０９５２（３６）９３６８

 

　佐賀県と長崎県から３４団体が

参加して、仕事や暮らし、新規就農

に関する相談会を福岡で開催します。

　市でもブースを出展します。ふる

さと佐賀への思いを持った福岡在住

のご家族や友人にお知らせください。

と　　き　１１月１１日（土）１１時～１６時

と　こ　ろ　日本生命博多駅前ビル８階

内　　容　ＵＩＪターン求人情報の提供、

　　　　　移住関連情報（生活・住まい）、

　　　　　新規就農関連情報の提供など

 　さが移住サポートデスク

　　　　　緯０９５２（２５）７５５１

 

　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

悩みの人の相談を受けています。

と　　き　１１月３０日（木）１５時～１６時３０分

と　こ　ろ　エイブル研修室Ａ

相　談　医　小杉雅史　医師

　　　　　（嬉野医療センター　神経内科）

申込期限　１１月２２日（水）

 　（要申込）

　杵藤保健福祉事務所難病担当

　緯０９５４（２２）２１０５

 

と　　き　１１月１９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

 （要申込、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
１１月１１日は介護の日
介護の日　相談会

詳しくは

さが・ながさき
合同しごと・暮らし相談会

詳しくは

難病医療相談

申込・問合せ先

弁護士による
無料法律相談会

申込・問合せ先

 

と　　き　１１月４日（土）１３時～１６時３０分

と　こ　ろ　アバンセ（佐賀市）

定　　　　員　先着５０人

申込方法　電話による受付　※当日参加も可

恭相続遺言、登記などの電話無料相談

　毅借金問題、空家問題、破産など

　　と　き　毎週月・木曜日１８時～２０時

　毅成年後見、任意後見など

　　と　き　毎週火曜日１８時～１９時３０分

　電　話　緯０９５２（２９）０６３５

 

　成年後見センター・リーガルサポート佐賀支部

　緯０９５２（２９）０６２６

 

　女性をめぐるさまざまな人権問題

についての相談を受け付けます。秘

密は固く守られますので、お気軽に

ご相談ください。

と　　き　１１月１３日（月）～１９日（日）

　　　　　月～金　８時３０分～１９時

　　　　　土・日　１０時～１７時

※強化週間以外でも月～金曜日の８時

　３０分～１７時１５分は開設しています

電話番号　０５７０（０７０）８１０

相談担当　人権擁護委員、法務局職員

 　佐賀地方法務局人権擁護課

　　　　　緯０９５２（２６）２１９５

 

狂無料法律相談（市民優先）

　９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

　３０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

　総務課緯（６３）２１１１

狂法律・行政合同相談　市役所５階

　９日（木）１３時開始（１５時３０分まで）

　※無料法律相談と同日開催

　総務課緯（６３）２１１１

狂人権相談　市民交流プラザかたらい３階会議室

　２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

　７日（火）１０時～１２時、１３時～１５時

　市民会館１階サロン

　２１日（火）１０時～１２時、１３時～１５時

　要予約　市民課緯（６３）２１１７

司法書士による
成年後見制度入門講座

申込・問合せ先

全国一斉『女性の人権
ホットライン』強化週間

詳しくは

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（祝日を除く）

　９時３０分～１２時、１３時～１６時

　※１１月６日・１０日のみ市役所３階図書室

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

　１５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

　２８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

　２８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）

　５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

　１３日（月）９時～１６時（時間外可）

　要予約　税務課緯（６３）２１１８

狂生活お困りごと相談（要予約）　

　市民交流プラザかたらい３階

　月曜日～金曜日９時～１７時

　生活自立支援センター（社会福祉協議会内）

緯（６２）２４４７

 

 

　どなたでも参加できる囲碁大会

（旧鹿島市民囲碁大会）です。賞品も

あります。ぜひお越しください。

と　　き　１１月２３日（祝）９時～

と　こ　ろ　市民交流プラザ『かたらい』

参　加　料　２,０００円（弁当付）　※小学生１,０００円

申込方法　電話申込　※１１月２０日（月）まで

 　同大会事務局　藤永

　　　　　緯０９５４（６２）６３１３

 

　県高齢者大学２０期鹿島校卒業生

（楡の会）による絵や写真、陶芸など

の作品展示会を開催します。

と　　き　１１月８日（水）～１３日（月）

　　　　　１０時～１６時

と　こ　ろ　嬉野市コミュニティセンター楠風館

 　楡の会（柳瀬）

　　　　　緯０９０（２３９５）７７１７

イイベベンントト
『碁聖』寛蓮
鹿島囲碁大会

詳しくは

 楡 の会　作品展開催
にれ

詳しくは

情報掲示板　愚　相談・イベント
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　メインとなる植物、ナガサキシダ

を観察します。（雨天中止）

と　　き　１１月５日（日）９時～１４時

集合場所　市役所玄関前ロビー（８時３０分集合）

参　加　費　５００円（保険料含む）

※昼食はカレーを作ります

 　佐賀県自然観察指導員

　増田　緯０８０（２７０５）１８１４

　中村　緯０９０（８３９１）８０７７

 

　古典園芸の最高峰で、素朴で気品

ある寒蘭の展示会を開催します。

と　　き　１１月１１日（土）、１２日（日）

時　　間　土曜日　１０時～１７時

　　　　　日曜日　９時～１５時３０分

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社参集殿

入　場　料　無料

 　鹿島肥前寒蘭協会（幸尾）

　　　　　緯０９０（９０７１）３７５３

 

　藤松会は地域社会福祉事業を応援

してきました。今回も日本舞踊の

『おさらい会』の益金を社会福祉協

議会に寄付します。皆さんのご支援

をお願いします。

と　　き　１２月１７日（日）

　　　　　１１時開場　１２時開演

と　こ　ろ　市民会館ホール

入　場　料　１,０００円（全席自由）

 　藤間松娘（武藤恭子）

　　　　　緯０９５４（６３）４３６４

 

と　　き　１１月１２日（日）

　　　　　９時３０分～１２時２０分

と　こ　ろ　志田病院リハビリセンター

内　　容毅東部中学校吹奏楽部演奏

　　　　毅音楽療法（大野真由美さん）

　　　　毅踊り（藤間智賀穂　社中）

　　　　毅作品展示　毅餅つき

　　　　毅ちびっこナース・薬剤師体験

　　　　毅予防接種相談　ほか

 　同実行委員会

　　　　　緯０９５４（６３）１２３６

多良岳秋の森の観察会

詳しくは

肥前寒蘭展示会

詳しくは

チャリティ
藤松会おさらい会

詳しくは

志田病院　文化祭

詳しくは

 

　多彩なイベントを用意してお待ち

しています。（入場無料、小雨決行）

と　　き　１１月５日（日）１０時～

と　こ　ろ　中木庭ダムやまびこ広場周辺

イベント

　潤佐賀牛を味わいながら

　　　銘酒『能古見』を試飲しよう！

　　《佐賀牛カタロース引換チケット販売中！》

　潤郷土芸能などの出し物

　潤体験、飲食コーナー

　潤おたのしみ抽選会　など

同時開催　能古見木工まつり

 　のごみふれあい楽習館

　　　　　緯０９５４（６２）３３７３

 

　地区内外の交流を深めようと七浦

産農水産物のＰＲを兼ねて、恒例の

大収穫祭を開催します。道の駅の

サービス企画もあります。

と　　き　１１月２３日（祝）

　　　　　１０時～１４時

と　こ　ろ　道の駅鹿島

内　　容　

　毅もちつき　毅農水産物販売

　毅手すきのり体験　毅園児出し物

　毅味わう会（食券５００円）

　毅お楽しみ抽選会　など

同時開催　七浦趣味の会発表会

 　七浦公民館

　　　　　緯０９５４（６２）８３２５

 

と　　き　１１月５日（日）受付９時～

　　　　　※雨天時は１２日（日）に延期

と　こ　ろ　道の駅鹿島　発着

　　　　　約１２㎞のコースです

内　　容　みかん狩り、芋掘り体験、

　　　　　お楽しみ抽選会など

持　参　品　弁当、健康保険証（コピー可）

参　加　費　一　般　　　５００円（保険料含）

　　　　　中学生以下　２００円（保険料含）

そ　の　他　参加者全員に記念品あり

 　同実行委員会　馬郡　

　　　　　緯０９５４（６２）８９４４

　　　　　七浦公民館　

　　　　　緯０９５４（６２）８３２５

晩秋の中木庭ダム
フェスタinのごみ

詳しくは

七浦の里　大収穫祭

詳しくは

オレンジロード
のんびりウォーク

詳しくは

 

　大空高く古枝を眺めて！『バルー

ン係留飛行体験』や趣向を凝らした

催し満載！ぜひお越しください。

と　　き　１２月３日（日）８時３０分～

と　こ　ろ　古枝公民館、林業体育館、

　　　　　祐徳グラウンド

内　　容毅若草保育園和太鼓演奏

　　　　毅親子木工教室

　　　　毅ネイル・ハンドマッサージ体験

　　　　毅かし丸くんとじゃんけん大会

　　　　毅直売、振る舞いコーナー

　　　　毅ガラポン抽選会　など

 　古枝公民館

　　　　　緯０９５４（６２）２７４９

 

と　　き　１１月２６日（日）　雨天決行

　　　　　８時３０分受付　１０時スタート

駅伝コース　中木庭ダム市道折り返しコース

　　　　　６区間１１．５km

申込締切　１１月１０日（金）

参　加　費　１チーム４,０００円

チーム編成　１チーム１０人以内

 

　　能古見地区体育協会事務局

　　（のごみふれあい楽習館）

　　緯０９５４（６２）３３７３

 

　人間国宝　奥村旭翠さんによる筑

前琵琶独演会を開催します。

と　　き　１１月２３日（祝）１３時３０分～

と　こ　ろ　七浦与右衛門屋敷（旧村長宅）

※収穫祭のお土産あり

 　筑前琵琶の音色を楽しむ会（二村）

　　　　　緯０９０（５４０８）１５３８

 

狂琴路神社秋祭り　

　２～３日（木～祝）　琴路神社～新宮神社

狂鹿島市文化祭　

　３～５日（祝～日）　　エイブルほか

狂消防車庫点検

　５日（日）１２時３０分～　　各消防車庫

古枝ふれあいまつり

詳しくは

中木庭ダム駅伝大会

申込・問合せ先

七浦大収穫際記念行事
筑前琵琶独演会

詳しくは

その他のイベント

水道の開始・中止には事前に

　水道課窓口での手続きが必要です

問合先　水道課　緯（６２）３７１８

情報掲示板　愚　イベント
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　９月２９日、３０年以上続く干潟の運動会『鹿島ガタリンピック』

が、第３９回サントリー地域文化賞を受賞し、東京都内で開催され

た授賞式に第３３回鹿島ガタリンピック実行委員長の坂本鉄也さん

をはじめ、関係者が出席されました。

　『サントリー地域文化賞』は、各地で展開されている芸術、文学、伝

統の保存・継承、衣食住での文化創出、環境美化、国際交流などの

活動を通じて、地域の文化向上と活性化に貢献した個人、団体に贈

られていて、県内の受賞は１８年ぶり４件目です。

　１０月３日、鹿島市役所へ受賞報告に来庁さ

れた坂本さんは、「これまでの歴史が評価されて

光栄です。今後も先輩から受け継いできた伝統

を継承していきたいです。」と話されました。

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話まちの話題題

寓寓東京で行われた授賞東京で行われた授賞式式 寓寓市長への受賞報市長への受賞報告告

鹿島ガタリンピック サントリー地域文化賞受賞鹿島ガタリンピック　サントリー地域文化賞受賞！！

ロロロロロロロロロロケケケケケケケケケケ地地地地地地地地地地巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡ロケ地巡りりりりりりりりりりり
ススススススススススタタタタタタタタタタンンンンンンンンンンププププププププププララララララララララリリリリリリリリリリスタンプラリーーーーーーーーーーー ロケ地４カ所を巡って

プレゼントをゲットしよう！

恐

況

挟

狭

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

教
教

橋
橋

　今年７月に放送された、佐賀発地域ドラマ『ガタの国から』のロケ地を巡る

スタンプラリーを行っています。市内の各所で撮影されたドラマの雰囲気を味

わいながら鹿島の観光地を巡ってみませんか。

　台紙はロケ地となった祐徳稲荷神社や道の駅鹿島、鹿島駅前案内所で配布し

ています。皆さんのご参加をお待ちしてます。

 　商工観光課観光振興係　緯０９５４（６３）３４１２詳しくは

期期　間間　平成平成３０３０年３月ま年３月までで


