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TopicsTopics まちの話題

　５月２７日、鹿島ガタリンピックが開催されました。
　天候に恵まれ、今年も国内外からたくさんの人が鹿島の地
に集い、熱戦を繰り広げました。
　福岡県から家族で参加して『人間むつごろう』に出場した
親子は、「初めての参加。潟の泥が気持ちよくて楽しかっ
た」と鹿島の自然を満喫していました。

第34回鹿島ガタリンピック第34回鹿島ガタリンピック

No.1095

　５月２７日、鹿島の干潟を舞台に『鹿島ガタリンピック』

が開催されました。泥まみれになる人も応援する人も、会場

にいるすべての人が、自然の恵みを全身で体感していました。

（裏表紙に関連記事があります）

鹿島ガタリンピック鹿島ガタリンピック
写真
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興市民の幸福度向上へ
 さきの市長選挙におきまして、３期目の市政運営を

担わせていただくことになりました。今回の選挙に際

しまして、市内各地において市民の皆様のマチづくり

に対するさまざまな想いに触れ、市長としての使命と

責任の重さを改めて痛感しているところです。

　さて、私は、平成２２年の市長就任時から、『新風

創造』・『連携と発掘』を市政運営の基本として、鹿

島市特有の地域資源を掘り起こして磨きをかけ、『魅

力あるマチ』へと歩みを進めてきました。その結果、

鹿島のマチの評価や知名度は着実に向上してきたと感

じています。ここまでくることができましたのは、議

会の皆様や市民の皆様の深いご理解とご協力があった

からこそであり、国、県、近隣市町をはじめ、関係団

体との信頼を構築できたことが大きかったのではない

かと考えています。この８年間で結んだ実をさらに大

きく育て、市民の皆様へ還元できるように、３期目の

市政運営に全身全霊を尽くす所存です。

　これからは、人口減少や少子高齢化など地方に山積

する課題に向き合いながら、「鹿島に住んでよかっ

た」、「鹿島に住みたい」と言っていただけるように、

『市民の幸福度』を向上させる取組が必要だと考えて

います。『市民の幸福度』と言いましても、幸福度は

人によってそれぞれ異なるとは思いますが、私は次の

三つが満たされるようなマチが、幸福度が高いマチだ

と考えています。

興元気で活気のあるマチ
　一つ目は、『元気で活気のあるマチ』です。市民憲

章にも『明るく元気に働き、活力のあるまちにしま

しょう』とありますように、地域での就労の推進がマ

チに活力を与えると思っています。そのために、地元

雇用の確保と創出に取り組みたいと考えます。例えば、

農林水産業の親元就業の支援などにより担い手の育成

を図り、第一次産業の就業人口を確保します。また、

地元雇用の創出として企業誘致を推進するために、新

しい工場団地造成の検討や空き家・空き店舗の活用も

必要な取組です。そして、農商工連携や６次産業によ

る新たな産業の創出にも、引き続き取り組んでいきま

す。さらに、鹿島ならではの資源を活かした鹿島酒蔵

ツーリズムやスポーツ合宿などは、交流人口の増加に

大いに寄与し、マチににぎわいをもたらしており、さ

らなる成長のために内容の充実が必要だと考えていま

す。

興ふるさとを愛するマチ
 二つ目は、『ふるさとを愛するマチ』です。地域に

は、それぞれの地域に受け継がれてきたすばらしい歴

史や文化、伝統、産業などがあります。その地域特有

の資源を知り、理解を深めていくことで、ふるさとに

『愛着』や『誇り』を持つことになり、そして、ふる

さとを愛する心の醸成が、若者の流出や人口減少に歯

止めをかけることにもつながることと信じています。

　市内企業を知ってもらいたいという思いで昨年から

始めました、市内の企業見学ツアーは、親子で参加し

ていただき大変好評でした。鹿島には世界に通用する

ものづくりがある、また、そういった企業や人材があ

ることを知っていただくきっかけとなりました。『郷

土愛』を育むという意味でも、継続して取り組んでい

きます。また、今年度は、鹿島市と近隣市町の高校を

対象に市内企業の説明会を実施する予定で、地元就労

により人口流失の歯止めになることを期待しています。

興便利で暮らしやすいマチ
　三つ目が、『便利で暮らしやすいマチ』です。その

ために必要なことの一つが、安心して子育てができる

環境を整えることです。若い世代でも家庭を築き、少

ない負担で子育てができるような支援、例えば、教育

費の負担軽減や医療費助成の拡充に向けて検討を進め

ます。

　次に、高齢者が元気に生活できる、いわゆる『健康

寿命』を延ばす支援を行いたいと考えています。高齢

者の方は、豊富な経験や知識、技能の蓄積があり、そ

の力は地域の財産です。高齢者が年齢を重ねても生き

がいを感じながら社会で活躍できるように、持ってい

る力を発揮していただける環境づくりが大事だと考え

ています。

　それからもう一つ必要なのは、道路や鉄道など、交

通の整備・確保ではないかと思います。今や道路は、

単に物や人を運ぶだけの道ではなく、地域間交流や連

携のため、さらには、災害時には『命をつなぐ道』と

して大きな役割を果たしています。そのためにも、有

明海沿岸道路の市内への延伸や、長崎新幹線暫定開通

後のＪＲ長崎本線の運行本数確保に向けて、県や近隣

市町と連携してさらに強力に行動を推進していきたい

と考えています。

興初心を忘れず
　以上のように、３期目の所信の一端を述べましたが、

市長就任当初から、実施しようとする施策は「ふるさ

と鹿島のためになるのか、ならないのか」ということ

が、私の判断基準です。これからも、初心を忘れず、

これまでの経験を引き続き活かし、鹿島市ならではの

地域資源をもう一度見直し磨き上げ、議会の皆様、市

民の皆様、そして職員とともに知恵を出し合い、力を

合わせ、愛するふるさと鹿島をさらなる高みへと引き

上げていきたいと思っています。今後とも、ご指導ご

鞭撻をよろしくお願いします。

３期目の就任にあたり

一、花と緑を愛し、
　　　伝統をいかして美しいまちにしましょう。

一、知識と教養を深め、
　　　清新な文化のまちにしましょう。

一、感謝と思いやりの心で、
　　　うるおいのあるまちにしましょう。

一、明るく元気に働き、
　　　活力のあるまちにしましょう。

一、秩序やきまりを守り、
　　　安全で快適なまちにしましょう。

鹿島市民憲章（昭和 54 年４月１日制定）

鹿島市長　　口　久俊
　市議会６月定例会　開会日の所信表明より（６月８日）
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体との信頼を構築できたことが大きかったのではない
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三つが満たされるようなマチが、幸福度が高いマチだ
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章にも『明るく元気に働き、活力のあるまちにしま

しょう』とありますように、地域での就労の推進がマ

チに活力を与えると思っています。そのために、地元

雇用の確保と創出に取り組みたいと考えます。例えば、

農林水産業の親元就業の支援などにより担い手の育成
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対象に市内企業の説明会を実施する予定で、地元就労
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興便利で暮らしやすいマチ
　三つ目が、『便利で暮らしやすいマチ』です。その

ために必要なことの一つが、安心して子育てができる
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費の負担軽減や医療費助成の拡充に向けて検討を進め

ます。
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　それからもう一つ必要なのは、道路や鉄道など、交

通の整備・確保ではないかと思います。今や道路は、
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携のため、さらには、災害時には『命をつなぐ道』と

して大きな役割を果たしています。そのためにも、有
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文化・スポーツの結果

奥平谷キャンプ場では、バーベキューの道具などレンタルができ、そうめん流しの台は無料で使えます。
利用は予約が必要です。空室状況は、市ホームページで確認できます。

　商工観光課（平日のみ）　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

　奥平谷キャンプ場（開場日のみ）　緯０９５４（６４）２０８７

詳しくは

 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）

文化・スポーツの結果文化・スポーツの結果

皐第32回九州少年少女レスリング選手権大会

　開　催　日　４月 28 ～ 29 日（大分県　佐伯市総合体育館）

　【小学１・２年 26kg 級】

　　優勝　松尾　駿冴（浜小２年）

　【小学５・６年 35kg 級】

　　優勝　松尾　環那（浜小６年）

皐第６回瀬戸内レスリング選手権大会

　開　催　日　５月 13 日（山口県　スポーツ交流村）

　【小学５・６年 40kg 級】

　　優勝　松原　拓郎（北鹿島小６年）

皐第25回中四国テコンドー選手権大会

　開　催　日　５月 19 日（広島県立総合体育館武道場）

　【マッソギ中学女子中量級】２位　【トゥル中学女子赤青帯の部】３位

　　　　　　　　　　　　　松本　来夢（東部中１年）

　【マッソギ小学男子軽量級】　３位　森　颯（鹿島小６年）

　【マッソギ小学男子中量級】　３位　北島　崚雅（鹿島小６年）

皐第４回佐賀県テコンドー選手権大会

　開　催　日　４月 22 日（江北町さわやかスポーツセンター）

　【マッソギ４年生の部】優勝　【トゥル黄緑帯の部】２位

　　　　　　　　　　　　　新宮　悠太（鹿島小４年）

　【トゥル青赤帯の部】優勝　【マッソギ高学年の部】３位

　　　　　　　　　　　　　森　颯（鹿島小６年）

　【トゥル青赤帯の部】　２位　北島　崚雅（鹿島小６年）

　【団体トゥル】　３位　鹿島 A

皐ダンロップMMG ジュニアテニストーナメントマスターズ大会

　開　催　日　４月 28 日（松浦河畔公園）

　【10 歳以下男子シングルス】

　　優勝　光武　拓海（明倫小４年）

　【12 歳以下男子シングルス】

　　２位　中原　暖斗（明倫小６年）

恭転倒などによるけがを防ぐために

　降車の際は、バスが停留所に着いて扉が開いてから席をお

立ちください。また、立ったまま乗車される場合は、つり革

や握り棒をしっかり握ってください。

恭高速道路を通行するバスは

　シートベルト着用が法律で義務付けられています。ご協力

をよろしくお願いします。

　佐賀県バス・タクシー協会　緯０９５２（３１）２３４１詳しくは

バス車内事故防止キャンペーンバス車内事故防止キャンペーン
７月１日（日）～７月３１日（火）

皆さん
おめでとう
　ございます！

壮年ナイターソフトボール大会壮年ナイターソフトボール大会
開　催　日　５月９日～ 11 日

　市民球場で壮年ナイターソフトボール大会が開催され

ました。日ごろの練習の成果を発揮し、白熱した試合が

行われ、大変盛り上がりました。

　優勝　納富分チーム　　２位　龍宿浦チーム

　３位　高津原チーム　
３連覇を果たした納富分チーム偶

　生涯学習課スポーツ係　緯０９５４（６３）２１２５詳しくは

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

皐第33回佐賀県柔道整復師会中学生柔道錬成大会

　開　催　日　５月 13 日（佐賀県総合体育館柔道場）

　【低学年男子 50kg 級】　優勝　有森　隼仁（西部中２年）

　【男子ベスト 90kg 級】　２位　橋本　巧海（西部中２年）

皐第47回佐賀県中学陸上競技選手権大会

　開　催　日　５月 19 日（佐賀県総合運動場）

　【男子 110m ハードル】

　　優勝　永渕　豊人（西部中３年）

皐佐賀県高等学校総合体育大会（空手道競技）

　開　催　日　６月３日（佐賀県総合体育館剣道場）

　【男子個人形】　優勝　馬場　海星（龍谷高３年）

皐全農杯全日本卓球選手権大会県予選会

　開　催　日　５月３日（佐賀市立体育館）

　【男子ホープスの部】

　　優勝　峰松　晃太郎（浜小６年）

皐第 35 回全日本小学生選手権大会佐賀県予選（ソフトテニス）

　開　催　日　５月５日（森林公園テニスコート）

　【男子の部】　優勝　井田　隼介（明倫小６年）

　【女子の部】　３位　山口　華音、武富　美咲（明倫小６年）

皐佐賀県ＳＣ水泳競技大会

　開　催　日　４月 29 日（佐賀県総合運動場水泳場）

　【50m 背泳ぎ】　２位　井上　優大（能古見小６年）

皐第31回佐賀県下中学生柔道大会

　開　催　日　６月３日（津武館道場）

　　３位　西部中学校柔道部

皐ＪＡ杯第33回佐賀新聞学童オリンピック大会卓球競技

　開　催　日　５月 20 日（佐賀市立体育館）

　　３位　鹿島ジュニアクラブ

楽しい夏休みの計画はお決まりですか。

近場で家族で楽しめる場所といえば『奥平谷キャンプ場』

ぜひ、ご利用ください！

楽しい夏休みの計画はお決まりですか。

近場で家族で楽しめる場所といえば『奥平谷キャンプ場』

ぜひ、ご利用ください！

コテージ（10 人用） １棟 12,430 円

バンガロー（６人用から 20 人用）１棟 2,200 円～ 7,350 円

テント １張り 360 円

夏休み期間
木～日曜日およびお盆期間の宿泊可

夏休み期間以外
土・祝前日のみ宿泊可

奥平谷キャンプ場へ！奥平谷キャンプ場へ！
夏休みは夏休みは
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文化・スポーツの結果

奥平谷キャンプ場では、バーベキューの道具などレンタルができ、そうめん流しの台は無料で使えます。
利用は予約が必要です。空室状況は、市ホームページで確認できます。

　商工観光課（平日のみ）　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

　奥平谷キャンプ場（開場日のみ）　緯０９５４（６４）２０８７

詳しくは

 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）

文化・スポーツの結果文化・スポーツの結果

皐第32回九州少年少女レスリング選手権大会

　開　催　日　４月 28 ～ 29 日（大分県　佐伯市総合体育館）

　【小学１・２年 26kg 級】

　　優勝　松尾　駿冴（浜小２年）

　【小学５・６年 35kg 級】

　　優勝　松尾　環那（浜小６年）

皐第６回瀬戸内レスリング選手権大会

　開　催　日　５月 13 日（山口県　スポーツ交流村）

　【小学５・６年 40kg 級】

　　優勝　松原　拓郎（北鹿島小６年）

皐第25回中四国テコンドー選手権大会

　開　催　日　５月 19 日（広島県立総合体育館武道場）

　【マッソギ中学女子中量級】２位　【トゥル中学女子赤青帯の部】３位

　　　　　　　　　　　　　松本　来夢（東部中１年）

　【マッソギ小学男子軽量級】　３位　森　颯（鹿島小６年）

　【マッソギ小学男子中量級】　３位　北島　崚雅（鹿島小６年）

皐第４回佐賀県テコンドー選手権大会

　開　催　日　４月 22 日（江北町さわやかスポーツセンター）

　【マッソギ４年生の部】優勝　【トゥル黄緑帯の部】２位

　　　　　　　　　　　　　新宮　悠太（鹿島小４年）

　【トゥル青赤帯の部】優勝　【マッソギ高学年の部】３位

　　　　　　　　　　　　　森　颯（鹿島小６年）

　【トゥル青赤帯の部】　２位　北島　崚雅（鹿島小６年）

　【団体トゥル】　３位　鹿島 A

皐ダンロップMMG ジュニアテニストーナメントマスターズ大会

　開　催　日　４月 28 日（松浦河畔公園）

　【10 歳以下男子シングルス】

　　優勝　光武　拓海（明倫小４年）

　【12 歳以下男子シングルス】

　　２位　中原　暖斗（明倫小６年）

恭転倒などによるけがを防ぐために

　降車の際は、バスが停留所に着いて扉が開いてから席をお

立ちください。また、立ったまま乗車される場合は、つり革

や握り棒をしっかり握ってください。

恭高速道路を通行するバスは

　シートベルト着用が法律で義務付けられています。ご協力

をよろしくお願いします。

　佐賀県バス・タクシー協会　緯０９５２（３１）２３４１詳しくは

バス車内事故防止キャンペーンバス車内事故防止キャンペーン
７月１日（日）～７月３１日（火）

皆さん
おめでとう
　ございます！

壮年ナイターソフトボール大会壮年ナイターソフトボール大会
開　催　日　５月９日～ 11 日

　市民球場で壮年ナイターソフトボール大会が開催され

ました。日ごろの練習の成果を発揮し、白熱した試合が

行われ、大変盛り上がりました。

　優勝　納富分チーム　　２位　龍宿浦チーム

　３位　高津原チーム　
３連覇を果たした納富分チーム偶

　生涯学習課スポーツ係　緯０９５４（６３）２１２５詳しくは

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

皐第33回佐賀県柔道整復師会中学生柔道錬成大会

　開　催　日　５月 13 日（佐賀県総合体育館柔道場）

　【低学年男子 50kg 級】　優勝　有森　隼仁（西部中２年）

　【男子ベスト 90kg 級】　２位　橋本　巧海（西部中２年）

皐第47回佐賀県中学陸上競技選手権大会

　開　催　日　５月 19 日（佐賀県総合運動場）

　【男子 110m ハードル】

　　優勝　永渕　豊人（西部中３年）

皐佐賀県高等学校総合体育大会（空手道競技）

　開　催　日　６月３日（佐賀県総合体育館剣道場）

　【男子個人形】　優勝　馬場　海星（龍谷高３年）

皐全農杯全日本卓球選手権大会県予選会

　開　催　日　５月３日（佐賀市立体育館）

　【男子ホープスの部】

　　優勝　峰松　晃太郎（浜小６年）

皐第 35 回全日本小学生選手権大会佐賀県予選（ソフトテニス）

　開　催　日　５月５日（森林公園テニスコート）

　【男子の部】　優勝　井田　隼介（明倫小６年）

　【女子の部】　３位　山口　華音、武富　美咲（明倫小６年）

皐佐賀県ＳＣ水泳競技大会

　開　催　日　４月 29 日（佐賀県総合運動場水泳場）

　【50m 背泳ぎ】　２位　井上　優大（能古見小６年）

皐第31回佐賀県下中学生柔道大会

　開　催　日　６月３日（津武館道場）

　　３位　西部中学校柔道部

皐ＪＡ杯第33回佐賀新聞学童オリンピック大会卓球競技

　開　催　日　５月 20 日（佐賀市立体育館）

　　３位　鹿島ジュニアクラブ

楽しい夏休みの計画はお決まりですか。

近場で家族で楽しめる場所といえば『奥平谷キャンプ場』

ぜひ、ご利用ください！

楽しい夏休みの計画はお決まりですか。

近場で家族で楽しめる場所といえば『奥平谷キャンプ場』

ぜひ、ご利用ください！

コテージ（10 人用） １棟 12,430 円

バンガロー（６人用から 20 人用）１棟 2,200 円～ 7,350 円

テント １張り 360 円

夏休み期間
木～日曜日およびお盆期間の宿泊可

夏休み期間以外
土・祝前日のみ宿泊可

奥平谷キャンプ場へ！奥平谷キャンプ場へ！
夏休みは夏休みは
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情報掲示板ワイド情報掲示板ワイド

　国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険証（被保

険者証）は、年１回、８月１日に更新を行います。

　７月下旬に新しい保険証がお手元に届きますので、

８月１日からは新しい保険証を医療機関に提示してく

ださい。なお、保険証の右上の有効期限が平成30年

７月31日と表示されている古い保険証は、８月１日

以降に裁断するなどしてから破棄してください。

お
知
ら
せ

国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険証が変わります

国保保険証国保保険証
　７月31日まで
レモン色または空　色
　８月１日から
　　　　桃　色
革

後期保険証後期保険証
　７月31日まで
　　　　草　色
　８月１日から
　　　　橙　色
革

新しい保険証は、簡易書留で配付します。

国民健康保険に加入する70～74歳の人へ
　医療機関・薬局での自己負担割合を示す『高齢受給

者証』は、平成30年８月１日から保険証と一体型に

なります。保険証に自己負担割合（１割～３割）が記

載されていますので医療機関等へ提示してください。

①自己負担割合３割

　国保に加入している70～40歳の人の平成29年中所得

　が、現役並みの所得である世帯の人

②自己負担割合２割

　①以外の人で昭和19年４月２日以降に生まれた人

③自己負担割合１割

　①、②以外の人。なお法定割合は２割ですが、75歳到

　達までは国の特例措置で１割となっています。

限度額適用・標準負担額減額認定証を
お持ちの人へ

　自分の自己負担限度額を医療機関に提示する『限度

額適用・標準負担額減額認定証』も更新を行います。

潤国民健康保険

　　更新手続きが必要です。

　　８月になってから市役所１階保険健康課までお越

　　しください。

潤後期高齢者医療制度

　　更新手続きは必要ありません。

　　保険証と一緒に送られてきます。

　保険健康課国保係

　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

お
知
ら
せ

　農地利用の最適化のため、６月から８月にかけて農地パトロール

（利用状況調査）を行っています。農地パトロールで、『遊休農

地』と判断された場合は、農地の利用意向調査をお願いすることに

なりますので、その際はご協力をお願いします。調査の対象となる

のは、市内全ての農地です。

　市から委任された農業委員と農地利用最適化推進委員が調査され

ます。場合によっては農地へ立入ることもありますので、ご理解と

ご協力をお願いします。

　農業委員会事務局

　緯０９５４（６３）３４１７

詳しくは

農地パトロール（利用状況調査）にご協力ください

農地パトロールとは
①地域の農地利用の確認　②遊休農地の実態把握と発生防止・解消
③違反転用発生防止・早期発見を行い、地域の農地の状態を把握す
る取り組みです。人で言えば、診察を行ってカルテを作るようなも
のです。処方箋（＝対応策）を考える上で不可欠な基礎情報の収集
活動になります。

寓過去の農地パトロール

農地転用の申請、地目変更手続きについて　農地を農地以外の用途に使用するときは転用の申請が必要です。
　転用の許可を受け農地を宅地等に変更した場合や、形状変更で田を畑に転換した場合には、法務局で地目変更
の登記手続きを行ってください。不明な点は農業委員会事務局へお尋ねください。

お
知
ら
せ

　家屋を新築、増築などされた場合、翌年から固定資産税が課税されます。この税額を算出するために家屋評価

（建物の現地調査）を行う必要があります。家屋評価は、固定資産税の適正・公平な課税のために不可欠なもので

すので、ご理解とご協力をお願いします。

怯固定資産税の対象となる家屋とは？

　次の３つの要件を満たす状態のものです。

　①外気遮断性　屋根および外壁があり、独立して風雨をしのぐことができる

　②土地への定着性　基礎などで土地に定着している

　③用途性　居住・作業・貯蔵など、その目的とする用途で使用できる

怯大規模な改築（リフォーム）をされた建物について

　新築・増築のほか、家屋の資産価値が上がるような大規模な改築（リフォー

ム）を行った場合も、評価の対象となることがあります。例えば、壁などを取

り払い、残った柱や骨組みをそのまま利用して改築するような場合は、その時

点で一度解体されたものとみなし、再評価します。

怯サンルームを増築したとき

　住宅用サンルームを増築した場合、地面に定着し、屋根・周壁などにより風

雨をしのげる状態であれば評価の対象となります。

　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

家屋評価にご協力ください

評価対象家屋の確認
▼

評価依頼文書の送付
▼

評価日程の調整
▼

現地での家屋評価

家屋評価の流れ

※１

※２

※１：評価日時は９時～１６時でお願い

　　　しています（土・日・祝日除く）

※２：建物の外部仕上げ、内部仕上げ、

　　　風呂などの建築設備を確認します

詳しくはホームページ『建物を新築・増築・改築

した場合（家屋評価のお願い）』をご覧ください

　保険健康課長寿社会係　緯０９５４（６３）２１２０詳しくは

お
知
ら
せ

社会福祉法人の介護サービスを利用する皆さんへ

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

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

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

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

のときに提示してください。すでに『確認証』の交付を受けている人も、有効期限７月３１日までに市保険健康課

で更新の申請をしてください。

栢対象者および要件

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

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

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

　　③日常生活に使用する資産以外に活用できる資産がないこと

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

　　⑤介護保険料を滞納していないこと

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

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

　　　ビス費』が支給されていること

栢申請に必要なもの

　　潤印鑑

　　潤世帯全員の通帳の写し（平成２９年１月１日～１２月３１日までの期間

　　　がすべて記載され、申請から１カ月以内の残高が記載されていること）

　　潤収入を確認できる書類（各種年金、保険などの支払通知書、給与支払証明書、確定申告書の控えなど）
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　国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険証（被保

険者証）は、年１回、８月１日に更新を行います。

　７月下旬に新しい保険証がお手元に届きますので、

８月１日からは新しい保険証を医療機関に提示してく

ださい。なお、保険証の右上の有効期限が平成30年

７月31日と表示されている古い保険証は、８月１日

以降に裁断するなどしてから破棄してください。

お
知
ら
せ

国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険証が変わります

国保保険証国保保険証
　７月31日まで
レモン色または空　色
　８月１日から
　　　　桃　色
革

後期保険証後期保険証
　７月31日まで
　　　　草　色
　８月１日から
　　　　橙　色
革

新しい保険証は、簡易書留で配付します。

国民健康保険に加入する70～74歳の人へ
　医療機関・薬局での自己負担割合を示す『高齢受給

者証』は、平成30年８月１日から保険証と一体型に

なります。保険証に自己負担割合（１割～３割）が記

載されていますので医療機関等へ提示してください。

①自己負担割合３割

　国保に加入している70～40歳の人の平成29年中所得

　が、現役並みの所得である世帯の人

②自己負担割合２割

　①以外の人で昭和19年４月２日以降に生まれた人

③自己負担割合１割

　①、②以外の人。なお法定割合は２割ですが、75歳到

　達までは国の特例措置で１割となっています。

限度額適用・標準負担額減額認定証を
お持ちの人へ

　自分の自己負担限度額を医療機関に提示する『限度

額適用・標準負担額減額認定証』も更新を行います。

潤国民健康保険

　　更新手続きが必要です。

　　８月になってから市役所１階保険健康課までお越

　　しください。

潤後期高齢者医療制度

　　更新手続きは必要ありません。

　　保険証と一緒に送られてきます。

　保険健康課国保係

　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

お
知
ら
せ

　農地利用の最適化のため、６月から８月にかけて農地パトロール

（利用状況調査）を行っています。農地パトロールで、『遊休農

地』と判断された場合は、農地の利用意向調査をお願いすることに

なりますので、その際はご協力をお願いします。調査の対象となる

のは、市内全ての農地です。

　市から委任された農業委員と農地利用最適化推進委員が調査され

ます。場合によっては農地へ立入ることもありますので、ご理解と

ご協力をお願いします。

　農業委員会事務局

　緯０９５４（６３）３４１７

詳しくは

農地パトロール（利用状況調査）にご協力ください

農地パトロールとは
①地域の農地利用の確認　②遊休農地の実態把握と発生防止・解消
③違反転用発生防止・早期発見を行い、地域の農地の状態を把握す
る取り組みです。人で言えば、診察を行ってカルテを作るようなも
のです。処方箋（＝対応策）を考える上で不可欠な基礎情報の収集
活動になります。

寓過去の農地パトロール

農地転用の申請、地目変更手続きについて　農地を農地以外の用途に使用するときは転用の申請が必要です。
　転用の許可を受け農地を宅地等に変更した場合や、形状変更で田を畑に転換した場合には、法務局で地目変更
の登記手続きを行ってください。不明な点は農業委員会事務局へお尋ねください。

お
知
ら
せ

　家屋を新築、増築などされた場合、翌年から固定資産税が課税されます。この税額を算出するために家屋評価

（建物の現地調査）を行う必要があります。家屋評価は、固定資産税の適正・公平な課税のために不可欠なもので

すので、ご理解とご協力をお願いします。

怯固定資産税の対象となる家屋とは？

　次の３つの要件を満たす状態のものです。

　①外気遮断性　屋根および外壁があり、独立して風雨をしのぐことができる

　②土地への定着性　基礎などで土地に定着している

　③用途性　居住・作業・貯蔵など、その目的とする用途で使用できる

怯大規模な改築（リフォーム）をされた建物について

　新築・増築のほか、家屋の資産価値が上がるような大規模な改築（リフォー

ム）を行った場合も、評価の対象となることがあります。例えば、壁などを取

り払い、残った柱や骨組みをそのまま利用して改築するような場合は、その時

点で一度解体されたものとみなし、再評価します。

怯サンルームを増築したとき

　住宅用サンルームを増築した場合、地面に定着し、屋根・周壁などにより風

雨をしのげる状態であれば評価の対象となります。

　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

家屋評価にご協力ください

評価対象家屋の確認
▼

評価依頼文書の送付
▼

評価日程の調整
▼

現地での家屋評価

家屋評価の流れ

※１

※２

※１：評価日時は９時～１６時でお願い

　　　しています（土・日・祝日除く）

※２：建物の外部仕上げ、内部仕上げ、

　　　風呂などの建築設備を確認します

詳しくはホームページ『建物を新築・増築・改築

した場合（家屋評価のお願い）』をご覧ください

　保険健康課長寿社会係　緯０９５４（６３）２１２０詳しくは

お
知
ら
せ

社会福祉法人の介護サービスを利用する皆さんへ

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

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

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

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

のときに提示してください。すでに『確認証』の交付を受けている人も、有効期限７月３１日までに市保険健康課

で更新の申請をしてください。

栢対象者および要件

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

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

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

　　③日常生活に使用する資産以外に活用できる資産がないこと

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

　　⑤介護保険料を滞納していないこと

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

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

　　　ビス費』が支給されていること

栢申請に必要なもの

　　潤印鑑

　　潤世帯全員の通帳の写し（平成２９年１月１日～１２月３１日までの期間

　　　がすべて記載され、申請から１カ月以内の残高が記載されていること）

　　潤収入を確認できる書類（各種年金、保険などの支払通知書、給与支払証明書、確定申告書の控えなど）
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　スポーツや社会教育・文化事業の振興のため、市の代表として九州・全国大会へ出場する個人や団体に補助を

行っています。ぜひ、ご活用ください。

お
知
ら
せ

九州・全国大会に出場する個人・団体の補助制度について

生涯学習課スポーツ係　緯０９５４（６３）２１２５申込・問合せ先

対　象　者　市内に在住、通学する小学校・中学校の児童生徒（個人・団体）

対象経費　交通費、宿泊費等

補　助　率　補助対象経費合計額の３分の１以内

※必ず、事前の申請をお願いします。なお、上記以外の補助条件がありま

　すので、手続き等の詳細は生涯学習課までお問い合わせください。

九州大会の場合　※上限額

［個人］１人あたり　　３,０００円

［団体］１０人以上　３０,０００円

全国大会の場合　※上限額

［個人］１人あたり　　５,０００円

［団体］１０人以上　５０,０００円

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

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

　福祉課障がい福祉係

　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは

お
知
ら
せ

受給中の人は更新をお忘れなく！
ー　重度心身障害者医療費助成制度　ー

助成対象者

　①身体障害者手帳１級～２級

　②知能指数３５以下

　③身体障害者手帳３級で、かつ知能指数５０以下

※助成には所得による制限があります。また、助成

　対象者で受給者証を持っていない人は、お問い合

　わせください。

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

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

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

必要になります。この手続きをしないと８月受診分か

ら助成されませんのでご注意ください。

と　き　７月 23 日（月）～ 31 日（火）

　　　　８時 30 分～ 17 時 15 分（土・日を除く）

ところ　福祉課（市役所１階）

その他　平成30年１月１日時点で市外に住所があった

　　　　場合は、個人番号が確認できるもの（マイナン

　　　　バーカード・通知カード等）を持参してください。

　市の豊かな自然を保全・活用していくために、実践活動や啓発活動に取り組む団体に対して補助を行います。

　『鹿島市の豊かな自然環境を守り育て活用する活動団体への支援事業補助金』を活用しませんか。

　申し込みは、問い合わせ先に備え付けの様式を利用してください。

お
知
ら
せ

自然環境を守り育て活用する活動団体を支援します

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

対象団体　構成員が５人以上で、市内で活動するまたは

　　　　　今後活動を行う予定の団体であること

対象事業　潤自然環境保全に関する事業

　　　　　潤動植物の生息、生育の調査に関する事業

　　　　　潤希少な動植物の保護に関する事業

　　　　　潤鹿島市の美しい自然を活用する事業

　　　　　潤普及啓発に関する事業

募集要件　平成31年３月までに終了する事業であること

補助率および補助金額

　事業開始１年目　補助率２／３以内（上限３０万円）

　事業開始２年目　補助率１／２以内（上限２０万円）

　事業開始３年目　補助率１／３以内（上限１０万円）

受付開始　７月２日（月）～

　　　　　※予算がなくなり次第、受付を終了します

　政治家（候補者、候補者になろうとする者、現に公職

にある者）が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは法

律で禁止されています。違反すると、処罰されます。

　また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

お
知
ら
せ

みんなで徹底しよう！『選挙の三ない運動』
さん

【禁止されている寄附の例】

　噛お中元やお歳暮、病気見舞い

　噛お祭りへの寄附やお酒の差し入れ

　噛地域の運動会などへの飲食物の差し入れ

　噛家族や秘書などが代理で出席するときの結婚祝いや葬式の香典

　噛地域の集会や旅行や運動会などの行事への寸志や飲食物の差し入れ

　※政治家が、選挙区内にある者に対し、暑中見舞いや年賀状などのあいさつ状（電報も含む）を出すことは禁止されて

　　います（答礼のための自筆によるものを除く）。また、あいさつを目的とする有料広告を出すことも禁止されています。

-選挙の三ない運動-

贈らない！

　求めない！

　　受け取らない！

　選挙管理委員会

　緯０９５４（６３）３４１８

詳しくは

　高齢運転者の交通事故防止対策の一環として、運転免許証を自主返納された人を支援します。

お
知
ら
せ

運転免許証を自主返納された人を支援します

総務課防災係　緯０９５４（６３）２１１２申請・問合せ先

対　　象　市内に住所を有し、満75歳になった日以

　　　　　降に運転免許証を自主返納した人

　　　　　※平成30年７月１日以降の返納から対象

内　　容　祐徳バス、再耕庵タクシーで使用できる

　　　　　共通利用券8,000円分の交付（１回限り）

申請に必要なもの

　煙印鑑（認印可）

　煙運転免許の取消通知書（返納時に交付）

　煙保険証など（住所・年齢が確認できるもの）

※家族などによる代理申請を行う場合、代理申請者の

　身分証明書も持参してください。　　　

　全国一斉にＪアラート（全国瞬時警報シ

ステム）を活用した緊急地震速報訓練が行

われます。市でも防災行政無線（屋外ス

ピーカー）および各家庭の屋内受信機から

訓練放送が流れますのでご注意ください。

　と　　き　７月５日（木）10 時～

お
知
ら
せ

防災行政無線で訓練放送が流れます

放送内容　

　こちらは、鹿島市役所です。ただいまから訓練放送を行います。

　（緊急地震速報チャイム音）緊急地震速報。

　　　大地震です。大地震です。これは訓練放送です。（３回）

　こちらは、鹿島市役所です。これで訓練放送を終了します。

　総務課防災係　緯０９５４（６３）２１１２詳しくは
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　スポーツや社会教育・文化事業の振興のため、市の代表として九州・全国大会へ出場する個人や団体に補助を

行っています。ぜひ、ご活用ください。

お
知
ら
せ

九州・全国大会に出場する個人・団体の補助制度について

生涯学習課スポーツ係　緯０９５４（６３）２１２５申込・問合せ先

対　象　者　市内に在住、通学する小学校・中学校の児童生徒（個人・団体）

対象経費　交通費、宿泊費等

補　助　率　補助対象経費合計額の３分の１以内
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　すので、手続き等の詳細は生涯学習課までお問い合わせください。
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　福祉課障がい福祉係
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詳しくは

お
知
ら
せ

受給中の人は更新をお忘れなく！
ー　重度心身障害者医療費助成制度　ー

助成対象者

　①身体障害者手帳１級～２級

　②知能指数３５以下

　③身体障害者手帳３級で、かつ知能指数５０以下

※助成には所得による制限があります。また、助成

　対象者で受給者証を持っていない人は、お問い合

　わせください。

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

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

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

必要になります。この手続きをしないと８月受診分か

ら助成されませんのでご注意ください。

と　き　７月 23 日（月）～ 31 日（火）

　　　　８時 30 分～ 17 時 15 分（土・日を除く）

ところ　福祉課（市役所１階）

その他　平成30年１月１日時点で市外に住所があった

　　　　場合は、個人番号が確認できるもの（マイナン

　　　　バーカード・通知カード等）を持参してください。

　市の豊かな自然を保全・活用していくために、実践活動や啓発活動に取り組む団体に対して補助を行います。

　『鹿島市の豊かな自然環境を守り育て活用する活動団体への支援事業補助金』を活用しませんか。

　申し込みは、問い合わせ先に備え付けの様式を利用してください。

お
知
ら
せ

自然環境を守り育て活用する活動団体を支援します

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

対象団体　構成員が５人以上で、市内で活動するまたは

　　　　　今後活動を行う予定の団体であること

対象事業　潤自然環境保全に関する事業

　　　　　潤動植物の生息、生育の調査に関する事業

　　　　　潤希少な動植物の保護に関する事業

　　　　　潤鹿島市の美しい自然を活用する事業

　　　　　潤普及啓発に関する事業

募集要件　平成31年３月までに終了する事業であること

補助率および補助金額

　事業開始１年目　補助率２／３以内（上限３０万円）

　事業開始２年目　補助率１／２以内（上限２０万円）

　事業開始３年目　補助率１／３以内（上限１０万円）

受付開始　７月２日（月）～

　　　　　※予算がなくなり次第、受付を終了します

　政治家（候補者、候補者になろうとする者、現に公職

にある者）が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは法

律で禁止されています。違反すると、処罰されます。

　また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

お
知
ら
せ

みんなで徹底しよう！『選挙の三ない運動』
さん

【禁止されている寄附の例】

　噛お中元やお歳暮、病気見舞い

　噛お祭りへの寄附やお酒の差し入れ

　噛地域の運動会などへの飲食物の差し入れ

　噛家族や秘書などが代理で出席するときの結婚祝いや葬式の香典

　噛地域の集会や旅行や運動会などの行事への寸志や飲食物の差し入れ

　※政治家が、選挙区内にある者に対し、暑中見舞いや年賀状などのあいさつ状（電報も含む）を出すことは禁止されて

　　います（答礼のための自筆によるものを除く）。また、あいさつを目的とする有料広告を出すことも禁止されています。

-選挙の三ない運動-

贈らない！

　求めない！

　　受け取らない！

　選挙管理委員会

　緯０９５４（６３）３４１８

詳しくは

　高齢運転者の交通事故防止対策の一環として、運転免許証を自主返納された人を支援します。

お
知
ら
せ

運転免許証を自主返納された人を支援します

総務課防災係　緯０９５４（６３）２１１２申請・問合せ先

対　　象　市内に住所を有し、満75歳になった日以

　　　　　降に運転免許証を自主返納した人

　　　　　※平成30年７月１日以降の返納から対象

内　　容　祐徳バス、再耕庵タクシーで使用できる

　　　　　共通利用券8,000円分の交付（１回限り）

申請に必要なもの

　煙印鑑（認印可）

　煙運転免許の取消通知書（返納時に交付）

　煙保険証など（住所・年齢が確認できるもの）

※家族などによる代理申請を行う場合、代理申請者の

　身分証明書も持参してください。　　　

　全国一斉にＪアラート（全国瞬時警報シ

ステム）を活用した緊急地震速報訓練が行

われます。市でも防災行政無線（屋外ス

ピーカー）および各家庭の屋内受信機から

訓練放送が流れますのでご注意ください。

　と　　き　７月５日（木）10 時～

お
知
ら
せ

防災行政無線で訓練放送が流れます

放送内容　

　こちらは、鹿島市役所です。ただいまから訓練放送を行います。

　（緊急地震速報チャイム音）緊急地震速報。

　　　大地震です。大地震です。これは訓練放送です。（３回）

　こちらは、鹿島市役所です。これで訓練放送を終了します。

　総務課防災係　緯０９５４（６３）２１１２詳しくは
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お
知
ら
せ

採用試験の案内

申込書請求場所　杵藤地区消防本部総務課、各消防署および分署　※申込書および試験案内は７月中旬から配布予定です

怯杵藤地区広域市町村圏組合消防職員採用試験案内

　〒８４３－００２３　武雄市武雄町大字昭和８４６番地

　杵藤地区広域市町村圏組合　消防本部総務課人事係

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

詳しくは

平成５年４月２日から平成13年４月１日までに生まれた人で、

杵藤広域圏内に採用後居住する人

平成元年４月２日以降に生まれた救急救命士免許を保有する

人で、杵藤広域圏内に採用後居住する人

試験区分

消防の業務および救急救

命士の業務に従事

消防の業務に従事消防

受験資格 採用予定 職務内容

救急

救命士

４人程度

恭受付期間ほか

受　付　期　間　７月中旬～８月中旬　８時 30 分～ 17 時 15 分（土・日・祝日を除く）

第　１　次　試　験　９月 16 日（日）予定

申込書郵送請求　申込書を郵便で請求する場合は、封筒の表に『採用試験申込書請求』と朱書きし、必ず120円

　　　　　　　　切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角型２号、A４サイズ）を同封してください。

怯自衛官採用試験

　平成３０年度の自衛官採用試験を次

のとおり実施します。詳しくは下記に

連絡し、願書を取り寄せてください。

　自衛隊武雄地域事務所

　緯０９５４（２３）８３０４

詳しくは

航空学生 高卒（見込）で 21 歳未満 ９月７日（金）

一般曹候補生 18 歳以上 27 歳未満 ９月７日（金）

自衛官候補生（女子） 18 歳以上 27 歳未満 ９月７日（金）

自衛官候補生（男子） 18 歳以上 27 歳未満 年間通じて募集

募集種目 受験資格 受付期限

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

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

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

お
知
ら
せ

国民年金保険料を納めることが
　　　　できない人には免除制度があります

申請資格

　①前年の所得（１月から６月までに申請され

　　る場合は前々年所得）が一定額以下の人

　②失業や天災で保険料を納付できない人
年金額に
７／８が反映

年金額に
６／８が反映

年金額に
５／８が反映

年金額に
４／８が反映

12,260 円 8,170 円 4,090 円 0 円

老齢基礎年金を
受けるとき

納付保険料
（平成 30 年度）

１／４免除 半額免除 ３／４免除 全額免除区　分

栢過去の期間は申請時点から２年１カ月前までさかのぼって申請することができます

　例えば、平成３０年７月に申請した場合、平成２８年６月分までさかのぼって申請することができます。ただし、

すでに保険料が納付されているときは、その月については免除されません。

　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７詳しくは

　市では各種基幹統計調査に従事していただける統計調

査員を募集しています。

※従事していただいた対価として報酬を支払います

募集期間　登録制で随時受け付けています

募集要件　２０歳以上の人で以下の要件を満たす人

　　　　　焔責任を持って、調査事務を遂行できる人

　　　　　焔秘密の保護に関し信頼のおける人

　　　　　焔税務、警察および選挙に直接関係のない人

　　　　　焔暴力団員または暴力団密接関係者でない人

　　　　　焔その他、調査活動に支障のない人

お
知
ら
せ

統計調査員に登録しませんか

企画財政課秘書広報係

緯０９５４（６３）２１１４

申込・問合せ先

統計調査員の概要

任命期間　２カ月程度　※調査により異なります

仕事内容　①調査員事務説明会に出席

　　　　　②担当する調査区の範囲と調査対象の確認

　　　　　③調査対象に調査票を配布し、記入を依頼

　　　　　④調査対象を再度訪問し、調査票を回収

　　　　　⑤回収した調査票の検査・整理

　　　　　⑥調査票など調査関係書類一式を市へ提出

募

　集 まち・ひと・しごと創生会議委員を募集します

募集締切　７月 17 日（火）　※必着

募集人員　４人程度（委員総数は 20 人以内）

　　　　　※応募多数の場合は、市で選考させていただきます

募集条件　煙市内在住で、まちづくりに熱意や関心のある人

　　　　　煙年１回（８月予定）の会議に必ず出席できる人

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

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

応募・問合せ先

任　　期　８月１日～平成31年７月31日

報　　酬　日額5,000円

応募方法　市役所３階企画財政課または市のホームページにあ

　　　　　る申請書に必要事項を記入のうえ、企画財政課まで

　　　　　郵送・FAX・Eメールまたはご持参ください。

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

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

　鹿島のまちづくりをともに考えていただく人の参加をお待ちしています。

　商工観光課商工労政係　緯０９５４（６３）３４１２

　鹿島商工会議所　　　　緯０９５４（６３）３２３１

詳しくは

お
知
ら
せ

中小企業の皆さんを応援する鹿島市融資制度のご案内

貸付限度額と返済期間が拡充されます

怯対象事業者　

　煙市内で１年以上継続して同一の事

　　業を営んでいる人

　煙市内に住所を有し、１年以上継続

　　して同一の事業を営んでいる人

設備資金

運転資金

区分

合算 1,000万円

1,000万円

700万円

500万円

700万円

1,000万円

貸付限度額

現行 改正後

怯貸付限度額の引き上げ　信用保証料は全額、市が補助しま

す。事業資金の調達を検討している

人は、ぜひご利用ください。

怯返済期間と据置期間の延長

設備資金

運転資金

区分

据置期間

７年

返済期間

現行 改正後

５年

４カ月

１０年

７年

６カ月

※貸付利率：年 1.3％（固定金利）

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

市では、予算の範囲内で犬・猫の

避妊、去勢手術費用の助成を行っ

ています。ご利用ください。

動物の遺棄や傷つける行為は法律違反です！
　愛護動物を遺棄（捨てる）したり、みだりに傷つけたり、殺し

たりすることは〔動物愛護及び管理に関する法律〕に違反となり、

２００万円以下の罰金または２年以下の懲役となります。

 市でも子猫の遺棄が発生しています。小さな命

を守り不幸な命を生み出さないため、飼い主が責

任を持ち育てていきましょう。
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お
知
ら
せ

採用試験の案内

申込書請求場所　杵藤地区消防本部総務課、各消防署および分署　※申込書および試験案内は７月中旬から配布予定です

怯杵藤地区広域市町村圏組合消防職員採用試験案内

　〒８４３－００２３　武雄市武雄町大字昭和８４６番地

　杵藤地区広域市町村圏組合　消防本部総務課人事係

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

詳しくは

平成５年４月２日から平成13年４月１日までに生まれた人で、

杵藤広域圏内に採用後居住する人

平成元年４月２日以降に生まれた救急救命士免許を保有する

人で、杵藤広域圏内に採用後居住する人

試験区分

消防の業務および救急救

命士の業務に従事

消防の業務に従事消防

受験資格 採用予定 職務内容

救急

救命士

４人程度

恭受付期間ほか

受　付　期　間　７月中旬～８月中旬　８時 30 分～ 17 時 15 分（土・日・祝日を除く）

第　１　次　試　験　９月 16 日（日）予定

申込書郵送請求　申込書を郵便で請求する場合は、封筒の表に『採用試験申込書請求』と朱書きし、必ず120円

　　　　　　　　切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角型２号、A４サイズ）を同封してください。

怯自衛官採用試験

　平成３０年度の自衛官採用試験を次

のとおり実施します。詳しくは下記に

連絡し、願書を取り寄せてください。

　自衛隊武雄地域事務所

　緯０９５４（２３）８３０４

詳しくは

航空学生 高卒（見込）で 21 歳未満 ９月７日（金）

一般曹候補生 18 歳以上 27 歳未満 ９月７日（金）

自衛官候補生（女子） 18 歳以上 27 歳未満 ９月７日（金）

自衛官候補生（男子） 18 歳以上 27 歳未満 年間通じて募集

募集種目 受験資格 受付期限

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

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

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

お
知
ら
せ

国民年金保険料を納めることが
　　　　できない人には免除制度があります

申請資格

　①前年の所得（１月から６月までに申請され

　　る場合は前々年所得）が一定額以下の人

　②失業や天災で保険料を納付できない人
年金額に
７／８が反映

年金額に
６／８が反映

年金額に
５／８が反映

年金額に
４／８が反映

12,260 円 8,170 円 4,090 円 0 円

老齢基礎年金を
受けるとき

納付保険料
（平成 30 年度）

１／４免除 半額免除 ３／４免除 全額免除区　分

栢過去の期間は申請時点から２年１カ月前までさかのぼって申請することができます

　例えば、平成３０年７月に申請した場合、平成２８年６月分までさかのぼって申請することができます。ただし、

すでに保険料が納付されているときは、その月については免除されません。

　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７詳しくは

　市では各種基幹統計調査に従事していただける統計調

査員を募集しています。

※従事していただいた対価として報酬を支払います

募集期間　登録制で随時受け付けています

募集要件　２０歳以上の人で以下の要件を満たす人

　　　　　焔責任を持って、調査事務を遂行できる人

　　　　　焔秘密の保護に関し信頼のおける人

　　　　　焔税務、警察および選挙に直接関係のない人

　　　　　焔暴力団員または暴力団密接関係者でない人

　　　　　焔その他、調査活動に支障のない人

お
知
ら
せ

統計調査員に登録しませんか

企画財政課秘書広報係

緯０９５４（６３）２１１４

申込・問合せ先

統計調査員の概要

任命期間　２カ月程度　※調査により異なります

仕事内容　①調査員事務説明会に出席

　　　　　②担当する調査区の範囲と調査対象の確認

　　　　　③調査対象に調査票を配布し、記入を依頼

　　　　　④調査対象を再度訪問し、調査票を回収

　　　　　⑤回収した調査票の検査・整理

　　　　　⑥調査票など調査関係書類一式を市へ提出

募

　集 まち・ひと・しごと創生会議委員を募集します

募集締切　７月 17 日（火）　※必着

募集人員　４人程度（委員総数は 20 人以内）

　　　　　※応募多数の場合は、市で選考させていただきます

募集条件　煙市内在住で、まちづくりに熱意や関心のある人

　　　　　煙年１回（８月予定）の会議に必ず出席できる人

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

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

応募・問合せ先

任　　期　８月１日～平成31年７月31日

報　　酬　日額5,000円

応募方法　市役所３階企画財政課または市のホームページにあ

　　　　　る申請書に必要事項を記入のうえ、企画財政課まで

　　　　　郵送・FAX・Eメールまたはご持参ください。

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

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

　鹿島のまちづくりをともに考えていただく人の参加をお待ちしています。

　商工観光課商工労政係　緯０９５４（６３）３４１２

　鹿島商工会議所　　　　緯０９５４（６３）３２３１

詳しくは

お
知
ら
せ

中小企業の皆さんを応援する鹿島市融資制度のご案内

貸付限度額と返済期間が拡充されます

怯対象事業者　

　煙市内で１年以上継続して同一の事

　　業を営んでいる人

　煙市内に住所を有し、１年以上継続

　　して同一の事業を営んでいる人

設備資金

運転資金

区分

合算 1,000万円

1,000万円

700万円

500万円

700万円

1,000万円

貸付限度額

現行 改正後

怯貸付限度額の引き上げ　信用保証料は全額、市が補助しま

す。事業資金の調達を検討している

人は、ぜひご利用ください。

怯返済期間と据置期間の延長

設備資金

運転資金

区分

据置期間

７年

返済期間

現行 改正後

５年

４カ月

１０年

７年

６カ月

※貸付利率：年 1.3％（固定金利）

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

市では、予算の範囲内で犬・猫の

避妊、去勢手術費用の助成を行っ

ています。ご利用ください。

動物の遺棄や傷つける行為は法律違反です！
　愛護動物を遺棄（捨てる）したり、みだりに傷つけたり、殺し

たりすることは〔動物愛護及び管理に関する法律〕に違反となり、

２００万円以下の罰金または２年以下の懲役となります。

 市でも子猫の遺棄が発生しています。小さな命

を守り不幸な命を生み出さないため、飼い主が責

任を持ち育てていきましょう。



１５１２ Ｈ30（2018）.7.1　広報かしま 広報かしま　Ｈ30（2018）.7.1

７月 く ら し
の

建おくすりノートを持っていきましょう

July

カレンダーカレンダー

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

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

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

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

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

市役所
保健センター

7・14・21・28 日（土）、
1・8・15・22・29 日（日）、
16 日（祝）

休館日はありません

3・10・17・24・31 日（火）、
16 日（祝）

2・9・23・30 日（月）、
17 日（火）、26 日（木）

2・9・23・30 日（月）、
17 日（火）

市民交流プラザ
（かたらい）

子育て支援センター
（わ・わ・わ ぽっと）

生涯学習センター
（エイブル）

市民図書館

3・10・17・24・31 日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

2・9・23・30 日（月）、
17 日（火）

産業活性化施設
（海道しるべ）

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

１日（日）
７日（土）
８日（日）

14 日（土）
15 日（日）
16 日（祝）
21 日（土）
22 日（日）
28 日（土）
29 日（日）

家永設備　　　　　　緯（６２）７１２９
山中鉄工　　　　　　緯（６３）３３４１
鹿島設備工業所　　　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

怯妊娠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・妊娠中の人
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

怯ファミリーサポートセンター
　子育てを助けて欲しい人とお手
伝いをしたい人が、お互いの信頼
と了解のもと助け合う会員制の子
育てネットワークです。まずは会
員登録をお願いします。

ファミリーサポートセンター
緯０９５４（６３）０８７４

詳しくは

子育て支援センター

緯０９５４（６３）０８７４
http://www.facebook.com/wawawapot

詳しくは

怯ひろばの集い

９日（月）

『親子で足もみ
　　　　触れ合いマッサージ day 四』

23 日（月）

『ペタペタあんよで遊ぼう day 四』

（共通）

時　間　11 時～ 11 時 45 分（予定）

場　所　子育て支援センター

対　象　５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

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

怯子どもの健診

４か月児健診
（平成30年3月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成28年12月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成26年12月生まれ）

25 日（水）

26 日（木）

12 日（木）

13時10分～13時30分

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

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）　

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）

備考受付時間開催日行事名

場所：保健センター（エイブル１階）

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

日 在宅当番医 所在地
中村医院　　　　　緯０９５４（６３）９２３４
森医院　　　　　　緯０９５４（４３）０７２５
田代医院　　　　　緯０９５４（６７）２１２０
稗田産婦人科　　　緯０９５４（６３）３３０９
町立太良病院　　　緯０９５４（６７）００１６

10日
3日

17日
24日
31日

鹿島市
嬉野市
太良町
鹿島市
太良町

怯子育て・相談・教室 場所：保健センター（エイブル１階）

母子健康手帳交付 4・11・18・25 日（水） 10時～10時30分
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

備考受付時間開催日行事名

２か月児相談 19 日（木） 13時30分～13時50分
内　容　体重測定、個別相談
対　象　平成 30 年 5 月生まれ

赤ちゃん相談 18 日（水） 13時30分～14時30分
内　容　身体測定、個別相談（健康、栄養、歯科等）
対　象　乳幼児と保護者

離乳食教室（前期） 3 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・試食等
対　象　5・6 か月児の保護者

離乳食教室（後期） 31 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・試食等
対　象　8 ～ 10 か月児の保護者

成人健康相談 4 日（水） ９時30分～10時30分
内　容　血圧測定、身体測定、検尿、健康相談
対　象　成人

２回目フッ化物塗布 26 日（木） 13時45分～14時
内　容　歯科診察、フッ化物塗布 ※必ず歯磨きをしてきてください
内　容　平成 28 年 7 月生まれ（希望者のみ）

建おくすりノートを持っていきましょう

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

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12ページをご覧ください

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

日 在宅当番医 当番薬局
別府整形外科　緯（６３）３０６３1 日（日） 溝上薬局西牟田店
西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０8 日（日） 前山薬局
織田病院　緯（６３）３２７５15 日（日） 溝上薬局スカイロード店
薬師寺医院　緯（６３）５２８１16 日（祝） アルナ薬局浜町店
志田病院　緯（６３）１２３６22 日（日） 溝上薬局北鹿島店
森田医院　緯（６３）３９５６29 日（日） オダ薬局

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/

平成３０年５月３１日現在

鹿島市
－

－ 8 人能古見

－浜

－－北鹿島

－

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

29,511

13,828

3,521

3,064

2,838

3,451

2,809

13,881

15,630

10,759

5,408

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

23 人 12 世帯－

－ 3 人 1 世帯

1,160 世帯 4 世帯

1,020 世帯

1,211 世帯

1,027 世帯

933 世帯

7 人

7 人

1 人

3 人

17 人

6 人

1 世帯

3 世帯

－ 5 世帯

0 世帯

－

－

－ －

小児時間外診療・在宅当番医小児時間外診療・在宅当番医

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月 く ら し
の

建おくすりノートを持っていきましょう

July

カレンダーカレンダー

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

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

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

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

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

市役所
保健センター

7・14・21・28 日（土）、
1・8・15・22・29 日（日）、
16 日（祝）

休館日はありません

3・10・17・24・31 日（火）、
16 日（祝）

2・9・23・30 日（月）、
17 日（火）、26 日（木）

2・9・23・30 日（月）、
17 日（火）

市民交流プラザ
（かたらい）

子育て支援センター
（わ・わ・わ ぽっと）

生涯学習センター
（エイブル）

市民図書館

3・10・17・24・31 日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

2・9・23・30 日（月）、
17 日（火）

産業活性化施設
（海道しるべ）

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

１日（日）
７日（土）
８日（日）

14 日（土）
15 日（日）
16 日（祝）
21 日（土）
22 日（日）
28 日（土）
29 日（日）

家永設備　　　　　　緯（６２）７１２９
山中鉄工　　　　　　緯（６３）３３４１
鹿島設備工業所　　　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

怯妊娠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・妊娠中の人
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

怯ファミリーサポートセンター
　子育てを助けて欲しい人とお手
伝いをしたい人が、お互いの信頼
と了解のもと助け合う会員制の子
育てネットワークです。まずは会
員登録をお願いします。

ファミリーサポートセンター
緯０９５４（６３）０８７４

詳しくは

子育て支援センター

緯０９５４（６３）０８７４
http://www.facebook.com/wawawapot

詳しくは

怯ひろばの集い

９日（月）

『親子で足もみ
　　　　触れ合いマッサージ day 四』

23 日（月）

『ペタペタあんよで遊ぼう day 四』

（共通）

時　間　11 時～ 11 時 45 分（予定）

場　所　子育て支援センター

対　象　５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

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

怯子どもの健診

４か月児健診
（平成30年3月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成28年12月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成26年12月生まれ）

25 日（水）

26 日（木）

12 日（木）

13時10分～13時30分

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

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）　

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）

備考受付時間開催日行事名

場所：保健センター（エイブル１階）

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

日 在宅当番医 所在地
中村医院　　　　　緯０９５４（６３）９２３４
森医院　　　　　　緯０９５４（４３）０７２５
田代医院　　　　　緯０９５４（６７）２１２０
稗田産婦人科　　　緯０９５４（６３）３３０９
町立太良病院　　　緯０９５４（６７）００１６

10日
3日

17日
24日
31日

鹿島市
嬉野市
太良町
鹿島市
太良町

怯子育て・相談・教室 場所：保健センター（エイブル１階）

母子健康手帳交付 4・11・18・25 日（水） 10時～10時30分
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

備考受付時間開催日行事名

２か月児相談 19 日（木） 13時30分～13時50分
内　容　体重測定、個別相談
対　象　平成 30 年 5 月生まれ

赤ちゃん相談 18 日（水） 13時30分～14時30分
内　容　身体測定、個別相談（健康、栄養、歯科等）
対　象　乳幼児と保護者

離乳食教室（前期） 3 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・試食等
対　象　5・6 か月児の保護者

離乳食教室（後期） 31 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・試食等
対　象　8 ～ 10 か月児の保護者

成人健康相談 4 日（水） ９時30分～10時30分
内　容　血圧測定、身体測定、検尿、健康相談
対　象　成人

２回目フッ化物塗布 26 日（木） 13時45分～14時
内　容　歯科診察、フッ化物塗布 ※必ず歯磨きをしてきてください
内　容　平成 28 年 7 月生まれ（希望者のみ）

建おくすりノートを持っていきましょう

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

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12ページをご覧ください

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

日 在宅当番医 当番薬局
別府整形外科　緯（６３）３０６３1 日（日） 溝上薬局西牟田店
西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０8 日（日） 前山薬局
織田病院　緯（６３）３２７５15 日（日） 溝上薬局スカイロード店
薬師寺医院　緯（６３）５２８１16 日（祝） アルナ薬局浜町店
志田病院　緯（６３）１２３６22 日（日） 溝上薬局北鹿島店
森田医院　緯（６３）３９５６29 日（日） オダ薬局

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/

平成３０年５月３１日現在

鹿島市
－

－ 8 人能古見

－浜

－－北鹿島

－

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

29,511

13,828

3,521

3,064

2,838

3,451

2,809

13,881

15,630

10,759

5,408

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

23 人 12 世帯－

－ 3 人 1 世帯

1,160 世帯 4 世帯

1,020 世帯

1,211 世帯

1,027 世帯

933 世帯

7 人

7 人

1 人

3 人

17 人

6 人

1 世帯

3 世帯

－ 5 世帯

0 世帯

－

－

－ －

小児時間外診療・在宅当番医小児時間外診療・在宅当番医

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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このごみどの袋・人権の輪

No.142

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　６月１０日に行った県内一斉ふるさと美化活動には、各地域や市

内企業・団体など、市民一体となってご協力いただきありがとうご

ざいました。市内全域で集められたごみは、燃えるごみ4,015㎏、

燃えないごみ1,910㎏にもなりました。

　このごみはポイ捨てや不法投棄されたものがほとんどで、３Ｒを

実践したら減らせるモノです。ポイ捨ても立派な不法投棄です。

　もし、見かけたら市役所や警察署へ連絡をお願いします。

個人の場合５年以下の懲役

もしくは1,000万円以下の罰

金、またはその両方を科す。

　　　　　　　　（第25条）

法人の場合３億円以下の罰

金刑に処す。　　（第32条）

不
法
投
棄
の
罰
則

３Ｒで
　ごみ削減！
３Ｒで
　ごみ削減！

Ｒｅｄｕｃｅ（リデュース）・・・ごみを減らす

Ｒｅｕｓｅ（リュース）・・・・・捨てる前に使えないか考える

Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル）・・捨てるときは分別する

ペットボトルリサイクル検査は
　　　　　　　　　　　最高判定の“A”！
ペットボトルリサイクル検査は
　　　　　　　　　　　最高判定の“A”！

　ペットボトル回収時の汚れやラベルをはがすなど

の分別状況を判定する検査で、最高の“A”でした！

　皆さんの分別のご協力ありがとうございます。

人の尊厳を語る言葉に耳を傾けて
～石牟礼道子さんの『苦海浄土』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

　水俣病をご存知でしょうか。
　１９５０年代より、水俣湾（不
知火海）に面する漁村で小動物
（猫・カラス）の不審死が多数発
生し、特異な神経症状が現れ、死
亡する住民も現れた公害病です。
１９６８年に原因がメチル水銀だ
と認定されるまでは、猫踊り病と
呼ばれる等奇病とされていました。
　昨年、『水俣病をめぐる人権』
という演題の講演会に参加しまし
た。講師の先生は、「事実を知る
までに長くかかった。」「正しく
知らないと差別・偏見が染み付い

ていく。」ということを繰り返し
訴えられました。「水俣出身と名
乗れない。」「訴訟を起こしや
がって。会社をつぶすのか、と罵
りを受けた。」「慰霊碑の名簿に
名前を記載できない。」などの差
別の実態が報告されました。また、
ある中学校のサッカー大会では対
戦校の部員から「水俣病、触る
な。」とのいやがらせの暴言が
あったことも判明しています。こ
のことは、ハンセン病患者や福島
原発事故の避難民に対する偏見・
差別の構造と全く同じであること

が分かりました。自分とは違う異
質なものへの忌避意識や排除の論
理が偏見・差別の意識を生み出し
ます。　講師の先生の話で、石牟
礼道子さんを知りました。石牟礼
さんは、今年２月１０日に９０歳
の天寿を全うされました。４０歳
のとき、水俣病対策市民会議の設
立に加わり、「水俣病患者の体験
を忘れちゃならん。」「一生懸命
語る言葉を聞き漏らしてはなら
ん。」と患者一人一人に聞き取り
調査を実施し、４２歳のとき、原
稿用紙２,２００枚に及ぶ『苦海
浄土』を書き上げました。
　この本の評論に、「今こそ読み
なおすべき本である。」と記して
あります。災害差別に対する忌避
意識や排除の論理を明らかにする
ヒントを求めて、遅ればせながら
読書を始めました。

平成２９年度小中学校『人権標語』特選・準特選の作品を紹介します

気づいてね　言われた人の　心をね　　　　　　木原　慎大郎（七浦小６年）
逃げないで　心の声を　伝えよう　　　　　　　武冨　志保（西部中２年）

人権標語
紹　介

※学年は平成 29年度

　平成３０年８月から、７０歳以上の人の『高額療養費』と『高額介護合算療養費』の上限額が変わります。上限

額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。

　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０詳しくは

覚高額療養費制度・・・・・・ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて

　　　　　　　　　　　　　　支払った額を払い戻す制度

覚高額介護合算療養費制度・・医療保険と介護保険の両方を受給している世帯で、それぞれの自己負担額の合計が、

　　　　　　　　　　　　　　定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度

恭高額療養費制度および高額介護合算療養費制度とは

恭７０歳以上の人の高額療養費および高額介護合算療養費の上限額

2,120,000 円

1,410,000 円

670,000 円

560,000 円

310,000 円

190,000 円

限度額
（世帯単位）

高額介護合算療養費

詠　課税所得 690 万円以上の人

衛　課税所得 380 万円以上の人

英　課税所得 145 万円以上の人

英　課税所得 145 万円未満の人（※１）

衛　住民税非課税世帯（※３）

英　住民税非課税世帯
　　（年金収入 80 万円以下など）（※３）

住
民
税
非
課
税

一

　般

現
役
並
み

所得区分

252,600 円
＋（医療費－842,000 円）×１％
〈多数回 140,100 円（※２）〉

167,400 円
＋（医療費－558,000 円）×１％
〈多数回 93,000 円（※２）〉

80,100 円
＋（医療費－267,000 円）×１％
〈多数回 44,400 円（※２）〉

18,000 円
年間の上限
144,000 円(　　　　　　)

57,600 円
〈多数回 44,400 円

（※２）〉

24,600 円

15,000 円

8,000 円

外来
（個人単位）

外来＋入院
（世帯単位）

高額療養費平成３０年８月からの上限額

（※１）世帯収入の合計額が520万円未満（１人世帯の場合は383万円未満）の場合や『旧ただし書所得』の合計額が210万円以下の場合も含みます。
（※２）過去12カ月以内に３回以上、上限額に達した場合は、４回目から『多数回』該当となり、上限額が下がります。
（※３）住民税非課税世帯の人については、従来どおり、限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。

恭年金相談を行っています

と　　き　８時 30 分～ 16時　月～金曜日（祝日を除く）

申込期間　相談希望日の１カ月前から前日

持　参　品　基礎年金番号がわかる年金手帳や年金証書

～武雄年金事務所からのお知らせ～

年金の手続き・相談は予約をお願いします

　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７詳しくは

恭事前に予約をお願いします

予約電話番号　音声案内後①番→再度音声案内後②番

　喰予約受付専用　　緯０５７０（０５）４８９０

　喰武雄年金事務所　緯０９５４（２３）０１２１

　内容に合ったスムーズな相談が行えるように事前の予約をお願いします。

８月から高額療養費と
　高額介護合算療養費の上限額が変わります
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気づいてね　言われた人の　心をね　　　　　　木原　慎大郎（七浦小６年）
逃げないで　心の声を　伝えよう　　　　　　　武冨　志保（西部中２年）

人権標語
紹　介

※学年は平成 29年度

　平成３０年８月から、７０歳以上の人の『高額療養費』と『高額介護合算療養費』の上限額が変わります。上限

額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。

　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０詳しくは

覚高額療養費制度・・・・・・ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて

　　　　　　　　　　　　　　支払った額を払い戻す制度

覚高額介護合算療養費制度・・医療保険と介護保険の両方を受給している世帯で、それぞれの自己負担額の合計が、

　　　　　　　　　　　　　　定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度

恭高額療養費制度および高額介護合算療養費制度とは

恭７０歳以上の人の高額療養費および高額介護合算療養費の上限額

2,120,000 円

1,410,000 円

670,000 円

560,000 円

310,000 円

190,000 円

限度額
（世帯単位）

高額介護合算療養費

詠　課税所得 690 万円以上の人

衛　課税所得 380 万円以上の人

英　課税所得 145 万円以上の人

英　課税所得 145 万円未満の人（※１）

衛　住民税非課税世帯（※３）

英　住民税非課税世帯
　　（年金収入 80 万円以下など）（※３）

住
民
税
非
課
税

一

　般

現
役
並
み

所得区分

252,600 円
＋（医療費－842,000 円）×１％
〈多数回 140,100 円（※２）〉

167,400 円
＋（医療費－558,000 円）×１％
〈多数回 93,000 円（※２）〉

80,100 円
＋（医療費－267,000 円）×１％
〈多数回 44,400 円（※２）〉

18,000 円
年間の上限
144,000 円(　　　　　　)

57,600 円
〈多数回 44,400 円

（※２）〉

24,600 円

15,000 円

8,000 円

外来
（個人単位）

外来＋入院
（世帯単位）

高額療養費平成３０年８月からの上限額

（※１）世帯収入の合計額が520万円未満（１人世帯の場合は383万円未満）の場合や『旧ただし書所得』の合計額が210万円以下の場合も含みます。
（※２）過去12カ月以内に３回以上、上限額に達した場合は、４回目から『多数回』該当となり、上限額が下がります。
（※３）住民税非課税世帯の人については、従来どおり、限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。

恭年金相談を行っています

と　　き　８時 30 分～ 16時　月～金曜日（祝日を除く）

申込期間　相談希望日の１カ月前から前日

持　参　品　基礎年金番号がわかる年金手帳や年金証書

～武雄年金事務所からのお知らせ～

年金の手続き・相談は予約をお願いします

　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７詳しくは

恭事前に予約をお願いします

予約電話番号　音声案内後①番→再度音声案内後②番

　喰予約受付専用　　緯０５７０（０５）４８９０

　喰武雄年金事務所　緯０９５４（２３）０１２１

　内容に合ったスムーズな相談が行えるように事前の予約をお願いします。

８月から高額療養費と
　高額介護合算療養費の上限額が変わります
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７月 く ら し
の

建おくすりノートを持っていきましょう

July

カレンダーカレンダー

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

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

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

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

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

市役所
保健センター

7・14・21・28 日（土）、
1・8・15・22・29 日（日）、
16 日（祝）

休館日はありません

3・10・17・24・31 日（火）、
16 日（祝）

2・9・23・30 日（月）、
17 日（火）、26 日（木）

2・9・23・30 日（月）、
17 日（火）

市民交流プラザ
（かたらい）

子育て支援センター
（わ・わ・わ ぽっと）

生涯学習センター
（エイブル）

市民図書館

3・10・17・24・31 日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

2・9・23・30 日（月）、
17 日（火）

産業活性化施設
（海道しるべ）

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

１日（日）
７日（土）
８日（日）

14 日（土）
15 日（日）
16 日（祝）
21 日（土）
22 日（日）
28 日（土）
29 日（日）

家永設備　　　　　　緯（６２）７１２９
山中鉄工　　　　　　緯（６３）３３４１
鹿島設備工業所　　　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

怯妊娠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・妊娠中の人
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

怯ファミリーサポートセンター
　子育てを助けて欲しい人とお手
伝いをしたい人が、お互いの信頼
と了解のもと助け合う会員制の子
育てネットワークです。まずは会
員登録をお願いします。

ファミリーサポートセンター
緯０９５４（６３）０８７４

詳しくは

子育て支援センター

緯０９５４（６３）０８７４
http://www.facebook.com/wawawapot

詳しくは

怯ひろばの集い

９日（月）

『親子で足もみ
　　　　触れ合いマッサージ day 四』

23 日（月）

『ペタペタあんよで遊ぼう day 四』

（共通）

時　間　11 時～ 11 時 45 分（予定）

場　所　子育て支援センター

対　象　５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

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

怯子どもの健診

４か月児健診
（平成30年3月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成28年12月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成26年12月生まれ）

25 日（水）

26 日（木）

12 日（木）

13時10分～13時30分

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

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）　

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）

備考受付時間開催日行事名

場所：保健センター（エイブル１階）

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

日 在宅当番医 所在地
中村医院　　　　　緯０９５４（６３）９２３４
森医院　　　　　　緯０９５４（４３）０７２５
田代医院　　　　　緯０９５４（６７）２１２０
稗田産婦人科　　　緯０９５４（６３）３３０９
町立太良病院　　　緯０９５４（６７）００１６

10日
3日

17日
24日
31日

鹿島市
嬉野市
太良町
鹿島市
太良町

怯子育て・相談・教室 場所：保健センター（エイブル１階）

母子健康手帳交付 4・11・18・25 日（水） 10時～10時30分
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

備考受付時間開催日行事名

２か月児相談 19 日（木） 13時30分～13時50分
内　容　体重測定、個別相談
対　象　平成 30 年 5 月生まれ

赤ちゃん相談 18 日（水） 13時30分～14時30分
内　容　身体測定、個別相談（健康、栄養、歯科等）
対　象　乳幼児と保護者

離乳食教室（前期） 3 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・試食等
対　象　5・6 か月児の保護者

離乳食教室（後期） 31 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・試食等
対　象　8 ～ 10 か月児の保護者

成人健康相談 4 日（水） ９時30分～10時30分
内　容　血圧測定、身体測定、検尿、健康相談
対　象　成人

２回目フッ化物塗布 26 日（木） 13時45分～14時
内　容　歯科診察、フッ化物塗布 ※必ず歯磨きをしてきてください
内　容　平成 28 年 7 月生まれ（希望者のみ）

建おくすりノートを持っていきましょう

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

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12ページをご覧ください

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

日 在宅当番医 当番薬局
別府整形外科　緯（６３）３０６３1 日（日） 溝上薬局西牟田店
西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０8 日（日） 前山薬局
織田病院　緯（６３）３２７５15 日（日） 溝上薬局スカイロード店
薬師寺医院　緯（６３）５２８１16 日（祝） アルナ薬局浜町店
志田病院　緯（６３）１２３６22 日（日） 溝上薬局北鹿島店
森田医院　緯（６３）３９５６29 日（日） オダ薬局

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/

平成３０年５月３１日現在

鹿島市
－

－ 8 人能古見

－浜

－－北鹿島

－

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

29,511

13,828

3,521

3,064

2,838

3,451

2,809

13,881

15,630

10,759

5,408

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

23 人 12 世帯－

－ 3 人 1 世帯

1,160 世帯 4 世帯

1,020 世帯

1,211 世帯

1,027 世帯

933 世帯

7 人

7 人

1 人

3 人

17 人

6 人

1 世帯

3 世帯

－ 5 世帯

0 世帯

－

－

－ －

小児時間外診療・在宅当番医小児時間外診療・在宅当番医

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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このごみどの袋・人権の輪

No.142

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　６月１０日に行った県内一斉ふるさと美化活動には、各地域や市

内企業・団体など、市民一体となってご協力いただきありがとうご

ざいました。市内全域で集められたごみは、燃えるごみ4,015㎏、

燃えないごみ1,910㎏にもなりました。

　このごみはポイ捨てや不法投棄されたものがほとんどで、３Ｒを

実践したら減らせるモノです。ポイ捨ても立派な不法投棄です。

　もし、見かけたら市役所や警察署へ連絡をお願いします。

個人の場合５年以下の懲役

もしくは1,000万円以下の罰

金、またはその両方を科す。

　　　　　　　　（第25条）

法人の場合３億円以下の罰

金刑に処す。　　（第32条）

不
法
投
棄
の
罰
則

３Ｒで
　ごみ削減！
３Ｒで
　ごみ削減！

Ｒｅｄｕｃｅ（リデュース）・・・ごみを減らす

Ｒｅｕｓｅ（リュース）・・・・・捨てる前に使えないか考える

Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル）・・捨てるときは分別する

ペットボトルリサイクル検査は
　　　　　　　　　　　最高判定の“A”！
ペットボトルリサイクル検査は
　　　　　　　　　　　最高判定の“A”！

　ペットボトル回収時の汚れやラベルをはがすなど

の分別状況を判定する検査で、最高の“A”でした！

　皆さんの分別のご協力ありがとうございます。

人の尊厳を語る言葉に耳を傾けて
～石牟礼道子さんの『苦海浄土』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

　水俣病をご存知でしょうか。
　１９５０年代より、水俣湾（不
知火海）に面する漁村で小動物
（猫・カラス）の不審死が多数発
生し、特異な神経症状が現れ、死
亡する住民も現れた公害病です。
１９６８年に原因がメチル水銀だ
と認定されるまでは、猫踊り病と
呼ばれる等奇病とされていました。
　昨年、『水俣病をめぐる人権』
という演題の講演会に参加しまし
た。講師の先生は、「事実を知る
までに長くかかった。」「正しく
知らないと差別・偏見が染み付い

ていく。」ということを繰り返し
訴えられました。「水俣出身と名
乗れない。」「訴訟を起こしや
がって。会社をつぶすのか、と罵
りを受けた。」「慰霊碑の名簿に
名前を記載できない。」などの差
別の実態が報告されました。また、
ある中学校のサッカー大会では対
戦校の部員から「水俣病、触る
な。」とのいやがらせの暴言が
あったことも判明しています。こ
のことは、ハンセン病患者や福島
原発事故の避難民に対する偏見・
差別の構造と全く同じであること

が分かりました。自分とは違う異
質なものへの忌避意識や排除の論
理が偏見・差別の意識を生み出し
ます。　講師の先生の話で、石牟
礼道子さんを知りました。石牟礼
さんは、今年２月１０日に９０歳
の天寿を全うされました。４０歳
のとき、水俣病対策市民会議の設
立に加わり、「水俣病患者の体験
を忘れちゃならん。」「一生懸命
語る言葉を聞き漏らしてはなら
ん。」と患者一人一人に聞き取り
調査を実施し、４２歳のとき、原
稿用紙２,２００枚に及ぶ『苦海
浄土』を書き上げました。
　この本の評論に、「今こそ読み
なおすべき本である。」と記して
あります。災害差別に対する忌避
意識や排除の論理を明らかにする
ヒントを求めて、遅ればせながら
読書を始めました。

平成２９年度小中学校『人権標語』特選・準特選の作品を紹介します

気づいてね　言われた人の　心をね　　　　　　木原　慎大郎（七浦小６年）
逃げないで　心の声を　伝えよう　　　　　　　武冨　志保（西部中２年）

人権標語
紹　介

※学年は平成 29年度

　平成３０年８月から、７０歳以上の人の『高額療養費』と『高額介護合算療養費』の上限額が変わります。上限

額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。

　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０詳しくは

覚高額療養費制度・・・・・・ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて

　　　　　　　　　　　　　　支払った額を払い戻す制度

覚高額介護合算療養費制度・・医療保険と介護保険の両方を受給している世帯で、それぞれの自己負担額の合計が、

　　　　　　　　　　　　　　定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度

恭高額療養費制度および高額介護合算療養費制度とは

恭７０歳以上の人の高額療養費および高額介護合算療養費の上限額

2,120,000 円

1,410,000 円

670,000 円

560,000 円

310,000 円

190,000 円

限度額
（世帯単位）

高額介護合算療養費

詠　課税所得 690 万円以上の人

衛　課税所得 380 万円以上の人

英　課税所得 145 万円以上の人

英　課税所得 145 万円未満の人（※１）

衛　住民税非課税世帯（※３）

英　住民税非課税世帯
　　（年金収入 80 万円以下など）（※３）

住
民
税
非
課
税

一

　般

現
役
並
み

所得区分

252,600 円
＋（医療費－842,000 円）×１％
〈多数回 140,100 円（※２）〉

167,400 円
＋（医療費－558,000 円）×１％
〈多数回 93,000 円（※２）〉

80,100 円
＋（医療費－267,000 円）×１％
〈多数回 44,400 円（※２）〉

18,000 円
年間の上限
144,000 円(　　　　　　)

57,600 円
〈多数回 44,400 円

（※２）〉

24,600 円

15,000 円

8,000 円

外来
（個人単位）

外来＋入院
（世帯単位）

高額療養費平成３０年８月からの上限額

（※１）世帯収入の合計額が520万円未満（１人世帯の場合は383万円未満）の場合や『旧ただし書所得』の合計額が210万円以下の場合も含みます。
（※２）過去12カ月以内に３回以上、上限額に達した場合は、４回目から『多数回』該当となり、上限額が下がります。
（※３）住民税非課税世帯の人については、従来どおり、限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。

恭年金相談を行っています

と　　き　８時 30 分～ 16時　月～金曜日（祝日を除く）

申込期間　相談希望日の１カ月前から前日

持　参　品　基礎年金番号がわかる年金手帳や年金証書

～武雄年金事務所からのお知らせ～

年金の手続き・相談は予約をお願いします

　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７詳しくは

恭事前に予約をお願いします

予約電話番号　音声案内後①番→再度音声案内後②番

　喰予約受付専用　　緯０５７０（０５）４８９０

　喰武雄年金事務所　緯０９５４（２３）０１２１

　内容に合ったスムーズな相談が行えるように事前の予約をお願いします。

８月から高額療養費と
　高額介護合算療養費の上限額が変わります
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TopicsTopics まちの話題

まちなか花いっぱい運動

　５月２６日、鹿島実業高校・鹿島高校の

生徒・ＰＴＡ・先生による『花ボラ』と中

心商店街の合同で『まちなか花いっぱい運

動』が開催されました。

　集まった生徒約２４０人、商店街関係者

約５０人の参加者は、鹿島駅前から商店街

一帯の除草と清掃活動に加え、公園の花壇

やお店の前のプランターに花を植えました。

例年２回の作業を行い、今回は、マリー

ゴールドやサルビアなどの花苗を約８００本植え込みました。今後は各商店が管

理を行い、花を咲かせ続ける秋まで商店街に彩を与えてくれます。

千葉県香取市の子どもたちとの交流事業

　友好都市協定を締結している千葉県香取

市の小学校４・５年生８人が５月２６日か

ら３日間の行程で、鹿島市を訪れました。

　香取市を昨年訪問した市内小学校の児童

７人と香取市の子どもたちが一緒に、酒蔵

通りの散策や市内の史跡を巡りました。

　酒蔵通りでは、浜小学校の５年生がまち

なみガイドを担当し、クイズを交えた説明

を行い、和やかな雰囲気で交流ができまし

た。また、子どもたちはガタリンピックで

『小学校対抗戦』や『人間むつごろう』な

どに出場し、交流を楽しむとともに干潟を

満喫しました。

　これからも、両市の子どもたちが相互に

訪問し、さらに交流を深めていくことが望

まれます。

善 行 紹 介

６月１１日、株式会社ジェイエ

イビバレッジ佐賀様より、昨年

に引き続き地域貢献を目的とし

て自動販売機の売上げの一部を

寄付していただき、受納式を行

いました。

市とは、『地域貢献型自動販売

機の運用に関する協定』を締結

しており、鹿島市民交流プラザ

内に３台、鹿島新世紀センター

に２台の自動販売機を設置して

います。

寄付金は、ふるさと創生基金に

積立て、ふるさと創生事業奨励

金事業で地域振興に役立てさせ

ていただきます。鹿島市交通対策協議会会長表彰

　６月８日、市役所で鹿島市交通対策協議

会長表彰式が行われました。

　受賞者の中島康夫さん（浜新町）、吉牟

田マスエさん（馬渡）は、通学路での児童

の安全な通学のために早朝立番をしていた

だくなど、永年、市の交通安全の推進に貢

献された功績が認められ受賞されました。

　おめでとうございます。

受 賞 者 紹 介

５月１７日、市民交流プラザか

たらいで開かれた鹿島・藤津地

区食生活改善推進協議会総会で、

１０年以上の活動に対し、熊本

良子さん（野畠）が会長表彰を

受賞されました。

おめでとうございます。

熊本　良子さん

受 賞 者 紹 介

５月３０日、佐賀市文化会館で

開かれた佐賀県食生活改善推進

協議会総会で、２０年以上の活

動に対し、石田雅子さん（南

川）が会長表彰を受賞されまし

た。

おめでとうございます。

石田　雅子さん

佐賀県消防操法大会に古枝分団が出場します

　７月２９日に開催される『第３４回佐賀

県消防操法大会』小型ポンプ操法の部に、

市代表として古枝分団が出場します。

 選出された８人の選手は、たくさんの人

に支えられ、５月から週４日の訓練に励ん

でいます。

　大会まで１カ月をきり、これから訓練は

本番に向けて一層厳しくなります。皆さん

の応援をよろしくお願いします。

訓　練　毎週月・火・木・金　19 時 30 分～ 21 時 30 分　祐徳グラウンド

大　会　７月 29 日（日）８時～　佐賀県消防学校（佐賀市）

　総務課防災係　緯０９５４（６３）２１１２詳しくは

みんなで楽しく田植え、芋さし体験！

　５月２７日、『多良岳オレンジ海道を

活かす会』が企画した農業体験に海童保

育園の園児たちが参加しました。

　体験は、太良町中尾地区の棚田で行わ

れ、園児たちは泥まみれになりながら田

植えや芋さしを夢中になって楽しんでい

ました。秋には、稲刈りや芋の収穫をす

る予定です。

都内３カ所で鹿島市フェアを開催しました

　首都圏での物産PRと販路拡大を目的と

して、６月に都内３ヶ所で鹿島市フェアを

開催しました。

　早稲田の『こだわり商店』では日本酒の

ほか、海苔や羊羹など市の特産品が並びま

した。千駄木の『Shop&café 九州堂』では

併設するカフェで、鹿島の産物を中心とし

たランチが提供され、５月１９日に開催し

た『鹿島の食とお酒を楽しむ会』にも、た

くさんの人に来店していただきました。有楽町の『蔵よし有楽町店』では市内６

蔵の日本酒が揃い、日本酒にあった鹿島産のかまぼこや漬物などのおつまみも提

供され、６蔵の日本酒をすべて飲み比べする人も多数みられたようです。

　フェアは好評で、都内在住の人や旅行客に鹿島の魅力を知ってもらう良いきっ

かけになりました。
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TopicsTopics まちの話題

まちなか花いっぱい運動

　５月２６日、鹿島実業高校・鹿島高校の

生徒・ＰＴＡ・先生による『花ボラ』と中

心商店街の合同で『まちなか花いっぱい運

動』が開催されました。

　集まった生徒約２４０人、商店街関係者

約５０人の参加者は、鹿島駅前から商店街

一帯の除草と清掃活動に加え、公園の花壇

やお店の前のプランターに花を植えました。

例年２回の作業を行い、今回は、マリー

ゴールドやサルビアなどの花苗を約８００本植え込みました。今後は各商店が管

理を行い、花を咲かせ続ける秋まで商店街に彩を与えてくれます。

千葉県香取市の子どもたちとの交流事業

　友好都市協定を締結している千葉県香取

市の小学校４・５年生８人が５月２６日か

ら３日間の行程で、鹿島市を訪れました。

　香取市を昨年訪問した市内小学校の児童

７人と香取市の子どもたちが一緒に、酒蔵

通りの散策や市内の史跡を巡りました。

　酒蔵通りでは、浜小学校の５年生がまち

なみガイドを担当し、クイズを交えた説明

を行い、和やかな雰囲気で交流ができまし

た。また、子どもたちはガタリンピックで

『小学校対抗戦』や『人間むつごろう』な

どに出場し、交流を楽しむとともに干潟を

満喫しました。

　これからも、両市の子どもたちが相互に

訪問し、さらに交流を深めていくことが望

まれます。

善 行 紹 介

６月１１日、株式会社ジェイエ

イビバレッジ佐賀様より、昨年

に引き続き地域貢献を目的とし

て自動販売機の売上げの一部を

寄付していただき、受納式を行

いました。

市とは、『地域貢献型自動販売

機の運用に関する協定』を締結

しており、鹿島市民交流プラザ

内に３台、鹿島新世紀センター

に２台の自動販売機を設置して

います。

寄付金は、ふるさと創生基金に

積立て、ふるさと創生事業奨励

金事業で地域振興に役立てさせ

ていただきます。鹿島市交通対策協議会会長表彰

　６月８日、市役所で鹿島市交通対策協議

会長表彰式が行われました。

　受賞者の中島康夫さん（浜新町）、吉牟

田マスエさん（馬渡）は、通学路での児童

の安全な通学のために早朝立番をしていた

だくなど、永年、市の交通安全の推進に貢

献された功績が認められ受賞されました。

　おめでとうございます。

受 賞 者 紹 介

５月１７日、市民交流プラザか

たらいで開かれた鹿島・藤津地

区食生活改善推進協議会総会で、

１０年以上の活動に対し、熊本

良子さん（野畠）が会長表彰を

受賞されました。

おめでとうございます。

熊本　良子さん

受 賞 者 紹 介

５月３０日、佐賀市文化会館で

開かれた佐賀県食生活改善推進

協議会総会で、２０年以上の活

動に対し、石田雅子さん（南

川）が会長表彰を受賞されまし

た。

おめでとうございます。

石田　雅子さん

佐賀県消防操法大会に古枝分団が出場します

　７月２９日に開催される『第３４回佐賀

県消防操法大会』小型ポンプ操法の部に、

市代表として古枝分団が出場します。

 選出された８人の選手は、たくさんの人

に支えられ、５月から週４日の訓練に励ん

でいます。

　大会まで１カ月をきり、これから訓練は

本番に向けて一層厳しくなります。皆さん

の応援をよろしくお願いします。

訓　練　毎週月・火・木・金　19 時 30 分～ 21 時 30 分　祐徳グラウンド

大　会　７月 29 日（日）８時～　佐賀県消防学校（佐賀市）

　総務課防災係　緯０９５４（６３）２１１２詳しくは

みんなで楽しく田植え、芋さし体験！

　５月２７日、『多良岳オレンジ海道を

活かす会』が企画した農業体験に海童保

育園の園児たちが参加しました。

　体験は、太良町中尾地区の棚田で行わ

れ、園児たちは泥まみれになりながら田

植えや芋さしを夢中になって楽しんでい

ました。秋には、稲刈りや芋の収穫をす

る予定です。

都内３カ所で鹿島市フェアを開催しました

　首都圏での物産PRと販路拡大を目的と

して、６月に都内３ヶ所で鹿島市フェアを

開催しました。

　早稲田の『こだわり商店』では日本酒の

ほか、海苔や羊羹など市の特産品が並びま

した。千駄木の『Shop&café 九州堂』では

併設するカフェで、鹿島の産物を中心とし

たランチが提供され、５月１９日に開催し

た『鹿島の食とお酒を楽しむ会』にも、た

くさんの人に来店していただきました。有楽町の『蔵よし有楽町店』では市内６

蔵の日本酒が揃い、日本酒にあった鹿島産のかまぼこや漬物などのおつまみも提

供され、６蔵の日本酒をすべて飲み比べする人も多数みられたようです。

　フェアは好評で、都内在住の人や旅行客に鹿島の魅力を知ってもらう良いきっ

かけになりました。



１９１８ Ｈ30（2018）.7.1　広報かしま 広報かしま　Ｈ30（2018）.7.1

こんなときこのひとこと、学校だより エイブルからのお知らせなど

オードリー先生

今月のキーフレーズ

“call it a day”

No.151

Kenta:

Carol:

I’m so tired! We’ve been working on 
this project for 8 hours!
I’m tired, too. Let’s call it a day!

（ケンタ）

（キャロル）

僕とても疲れたよ。このプロジェクト

もう８時間もしてるよ。

私も疲れたわ。もう終わりにしよう。

Ella:

Junosuke:

We accomplished a lot of work, so I 
think we should call it a day.
Yes, let’s finish up. I want to go home!

（エ　ラ）

（ジュンノスケ）

私たちたくさんの仕事を成し遂げたわ

ね。もう切りあげましょう。

そうだね、終わりにしよう。僕、家に

帰りたいよ。

この表現は、

「その日の仕事等を終わりにする」という意味で使われます。

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

市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

『田澤義鋪と田澤精神』をテーマに、鹿

島市城内に生まれ、『青年団の父』と称

されている田澤義鋪を紹介します。

に行ってみよう

況天の川お星さまおはなし会
　夏恒例の特大おはなし会。図書館100周年の今回は“100”などの
数字をテーマにしたおはなしもします。
と　き　７月８日（日）10 時～ 12時
ところ　いきいきルーム（保健センター内）

況夏休み読書感想文教室
　読書感想文の書き方のコツを教えます。ブックトーク（本の紹
介）もあり、スタッフおすすめの本を借りることもできます。
と　き　７月 26 日（木）10時～ 12 時　※図書館は休館日
ところ　エイブル３階研修室および図書館
対　象　小学１年生～６年生（先着 60 人）
申込み　７月７日（土）９時 30 分から電話またはカウンター受付

況わくわく☆理科実験教室
　理系の図書館長といっしょに、実験やものづくりを楽しもう！
と　き　８月 19 日（日）13時 30 分～ 15 時 30 分
ところ　エイブル２階調理室および和室
対　象　小学１年生～６年生（先着 20 人）
申込み　７月 21 日（土）９時 30分から電話またはカウンター受付

市　民
図書館

と　　き　７月 22 日（日）

　　　　　13 時 30 分～　※開場 13 時

と　こ　ろ　エイブルホール　入場無料　全席自由　要整理券

怯オープニング　大村方獅子舞

怯講演　『２１世紀型教育からみる田澤思想』

　　　　講師　三瓶千香子さん（桜の聖母短期大学准教授）

怯演劇　『鹿島ん桜～田澤義鋪物語～』

　　　　佐賀八賢人おもてなし隊の役者と

　　　　はっぴぃ♡かむかむ　いなばゆうこさんによる演劇

鹿島市明治維新１５０年記念事業

田澤義鋪顕彰事業　～平凡道を非凡に歩め～

ミュージカル『図書館で会いましょう』
　作：弓削田健介、演出：栗原誠治、出演：ティーンズミュージカルＳＡＧＡ

による図書館を舞台にしたミュージカル。

と　　き　８月 26 日（日）14時～　※開場 13時 30 分

と　こ　ろ　エイブルホール　全席自由　７月14日発売

料　　金　大人：（一般）1,500 円　（会員）1,000 円

　　　　　高校生以下：（一般）500 円　（会員）無料

※申込不要、
　どなたでも参加できます！

床の間
コーナー

鹿島市明治維新１５０年記念事業

地域を育てた鹿島人
～田澤義鋪と田島勝爾～

田島勝爾に関する展示は、８月14日（火）

～９月 30 日（日）の予定です。

協力：田澤記念館

　　　下村湖人生家

　人を愛し、平和を

愛した田澤の掛け軸

や絵はがきなどを展

示します。また、田

澤と交流の深かった

下村湖人に関する史

料も紹介します。

寓田澤義鋪

講　座　名 定員 講　師 開講期間 ところ 受講料

笑って健康！笑いヨガ教室② 20 人 古賀　香織さん
７月 11 日
　～ 12 月 26 日（水）
13時 30 分～ 15 時

エイブル２階
和室

500 円／１回

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

15 人
シニア情報生活
アドバイザー佐賀

８月２日
　～ 10 月 11 日（木）
10 時～ 12 時

パソコン教室（エクセル初級） エイブル３階
研修室

4,000 円／８回分前納
※別途テキスト代※パソコンを持参してください

　（エクセル搭載でWindows７以降のもの）

当日各500円増し

第４回
えいぶる事業

図書館からのお知らせ

学 校 だ よ り

東部中学校

No.254

～第５７回体育大会～
（３年生の感想）

煙スタンツでは、僕は上に乗る方で

土台になる人の気持ちを受け取り、

絶対成功するという思いで演技しま

した。練習では１回しか成功しな

かった五段ピラミッドが成功してと

ても嬉しかったです。

煙私は衣装の責任者として頑張りま

した。衣装を作るまでにたくさんの

準備が必要で、思った以上に大変で

した。リーダーが一生懸命頑張って

いるので自分も頑張らなければと思

い、とても格好いい衣装をつくるこ

とができました。

煙ソーランでは今まで何十回も練習

を繰り返して、本番で一番いい演技

ができた。団関係なく心を一つに踊

ることができた。

煙百足リレーでは、ふだん話をして

いなかった人とハイタッチするほど

仲良くなれた。どうやって速く走れ

るか練習を重ね、協力して走れた。

このクラスは最高のクラスだと思っ

た。

　以上、生徒一人一人が責任を果た
し、団結することで成長することが
できた体育大会だったと思います。

　６月３日晴天の下、『挑戦』～奮い立て本気の戦、２３０人の心に刻め～

のスローガンにふさわしく、赤・青２軍に分かれ熱戦を繰り広げ最高のパ

フォーマンスを発揮しました。

　団対抗の応援合戦では工夫がこなされ、全員が精一杯声を出し、見応えあ

る素晴らしい内容で観客に深い感動を与えてくれました。

展　示　７月３日（火）～８月 12 日（日）

たざわ よしはる
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こんなときこのひとこと、学校だより エイブルからのお知らせなど

オードリー先生

今月のキーフレーズ

“call it a day”

No.151

Kenta:

Carol:

I’m so tired! We’ve been working on 
this project for 8 hours!
I’m tired, too. Let’s call it a day!

（ケンタ）

（キャロル）

僕とても疲れたよ。このプロジェクト

もう８時間もしてるよ。

私も疲れたわ。もう終わりにしよう。

Ella:

Junosuke:

We accomplished a lot of work, so I 
think we should call it a day.
Yes, let’s finish up. I want to go home!

（エ　ラ）

（ジュンノスケ）

私たちたくさんの仕事を成し遂げたわ

ね。もう切りあげましょう。

そうだね、終わりにしよう。僕、家に

帰りたいよ。

この表現は、

「その日の仕事等を終わりにする」という意味で使われます。

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

市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

『田澤義鋪と田澤精神』をテーマに、鹿

島市城内に生まれ、『青年団の父』と称

されている田澤義鋪を紹介します。

に行ってみよう

況天の川お星さまおはなし会
　夏恒例の特大おはなし会。図書館100周年の今回は“100”などの
数字をテーマにしたおはなしもします。
と　き　７月８日（日）10 時～ 12時
ところ　いきいきルーム（保健センター内）

況夏休み読書感想文教室
　読書感想文の書き方のコツを教えます。ブックトーク（本の紹
介）もあり、スタッフおすすめの本を借りることもできます。
と　き　７月 26 日（木）10時～ 12 時　※図書館は休館日
ところ　エイブル３階研修室および図書館
対　象　小学１年生～６年生（先着 60 人）
申込み　７月７日（土）９時 30 分から電話またはカウンター受付

況わくわく☆理科実験教室
　理系の図書館長といっしょに、実験やものづくりを楽しもう！
と　き　８月 19 日（日）13時 30 分～ 15 時 30 分
ところ　エイブル２階調理室および和室
対　象　小学１年生～６年生（先着 20 人）
申込み　７月 21 日（土）９時 30分から電話またはカウンター受付

市　民
図書館

と　　き　７月 22 日（日）

　　　　　13 時 30 分～　※開場 13 時

と　こ　ろ　エイブルホール　入場無料　全席自由　要整理券

怯オープニング　大村方獅子舞

怯講演　『２１世紀型教育からみる田澤思想』

　　　　講師　三瓶千香子さん（桜の聖母短期大学准教授）

怯演劇　『鹿島ん桜～田澤義鋪物語～』

　　　　佐賀八賢人おもてなし隊の役者と

　　　　はっぴぃ♡かむかむ　いなばゆうこさんによる演劇

鹿島市明治維新１５０年記念事業

田澤義鋪顕彰事業　～平凡道を非凡に歩め～

ミュージカル『図書館で会いましょう』
　作：弓削田健介、演出：栗原誠治、出演：ティーンズミュージカルＳＡＧＡ

による図書館を舞台にしたミュージカル。

と　　き　８月 26 日（日）14時～　※開場 13時 30 分

と　こ　ろ　エイブルホール　全席自由　７月14日発売

料　　金　大人：（一般）1,500 円　（会員）1,000 円

　　　　　高校生以下：（一般）500 円　（会員）無料

※申込不要、
　どなたでも参加できます！

床の間
コーナー

鹿島市明治維新１５０年記念事業

地域を育てた鹿島人
～田澤義鋪と田島勝爾～

田島勝爾に関する展示は、８月14日（火）

～９月 30 日（日）の予定です。

協力：田澤記念館

　　　下村湖人生家

　人を愛し、平和を

愛した田澤の掛け軸

や絵はがきなどを展

示します。また、田

澤と交流の深かった

下村湖人に関する史

料も紹介します。

寓田澤義鋪

講　座　名 定員 講　師 開講期間 ところ 受講料

笑って健康！笑いヨガ教室② 20 人 古賀　香織さん
７月 11 日
　～ 12 月 26 日（水）
13時 30 分～ 15 時

エイブル２階
和室

500 円／１回

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

15 人
シニア情報生活
アドバイザー佐賀

８月２日
　～ 10 月 11 日（木）
10 時～ 12 時

パソコン教室（エクセル初級） エイブル３階
研修室

4,000 円／８回分前納
※別途テキスト代※パソコンを持参してください

　（エクセル搭載でWindows７以降のもの）

当日各500円増し

第４回
えいぶる事業

図書館からのお知らせ

学 校 だ よ り

東部中学校

No.254

～第５７回体育大会～
（３年生の感想）

煙スタンツでは、僕は上に乗る方で

土台になる人の気持ちを受け取り、

絶対成功するという思いで演技しま

した。練習では１回しか成功しな

かった五段ピラミッドが成功してと

ても嬉しかったです。

煙私は衣装の責任者として頑張りま

した。衣装を作るまでにたくさんの

準備が必要で、思った以上に大変で

した。リーダーが一生懸命頑張って

いるので自分も頑張らなければと思

い、とても格好いい衣装をつくるこ

とができました。

煙ソーランでは今まで何十回も練習

を繰り返して、本番で一番いい演技

ができた。団関係なく心を一つに踊

ることができた。

煙百足リレーでは、ふだん話をして

いなかった人とハイタッチするほど

仲良くなれた。どうやって速く走れ

るか練習を重ね、協力して走れた。

このクラスは最高のクラスだと思っ

た。

　以上、生徒一人一人が責任を果た
し、団結することで成長することが
できた体育大会だったと思います。

　６月３日晴天の下、『挑戦』～奮い立て本気の戦、２３０人の心に刻め～

のスローガンにふさわしく、赤・青２軍に分かれ熱戦を繰り広げ最高のパ

フォーマンスを発揮しました。

　団対抗の応援合戦では工夫がこなされ、全員が精一杯声を出し、見応えあ

る素晴らしい内容で観客に深い感動を与えてくれました。

展　示　７月３日（火）～８月 12 日（日）

たざわ よしはる
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　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

熱中症に注意しましょう
　熱中症は夏の暑い日だけに起こるとは限りません。

　梅雨明けしたばかりのころや、前日に比べ気温が急

に上昇した日は、体が暑さに慣れていないため、熱中

症になりやすくなります。特に、体温調節が十分でな

い子どもや高齢の人は注意しましょう。

予防法

・こまめに水分補給をしましょう。

・衣服は軽く、通気性・吸湿性のよい素材のものを選

　びましょう。外出時は帽子や日傘で直射日光を防ぎ

　ましょう。

・部屋の風通しをよくし、暑さがこもらないようにし

　ましょう。

・食事と十分な睡眠で体調を整えましょう。

食改さんの料理教室

　毎月１９日は『食育の日』です。

　市食生活改善推進協議会では、６月から料理

教室を開催します。どなたでも参加できますの

で、希望する人は保健センターまでお申し込み

ください。

と　　き　７月 19 日（木）10 時～ 14 時 30 分

と　こ　ろ　エイブル２階調理実習室

参　加　費　300円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾

申込期限　７月 12 日（木）

予防接種
日本脳炎予防接種を受けましょう

対象者および接種期間

　毅平成10年７月２日から平成19年４月１日生まれの人

　　接種期間　20歳の誕生日前日まで

　毅平成19年４月２日から平成21年10月１日生まれの人

　　接種期間　９歳から13歳の誕生日前日まで

種　　類　第１期（３回）、第２期（１回）のうち、予防接種を受けていないもの

持　参　品　母子健康手帳、予診票

※接種回数、接種間隔など、不明な点がありましたらご相談ください。

　また、予防接種を希望する人は直接医療機関に申し込みをお願いします。

接種していない日本脳炎の予防接種を受けることができます。

夏季休暇などを利用して予防接種を受けましょう。
委任状と同意書について

　予防接種を受ける際は、保護者

同伴が原則です。特段の理由で保

護者以外の人（親族）が同伴する

場合は『委任状』が、保護者が同

伴せず１人で受ける場合（13歳

以上に限る）は、保護者の『同意

書』が必要です。

　『委任状』または『同意書』が

必要な場合は、事前に保健セン

ターへご連絡ください。

お知らせ

７月２８日は世界肝炎デー
　７月２８日は『世界肝炎デー』です。

　肝炎予防のために、まず肝炎ウイルス検査を受けま

しょう。肝炎ウイルス検査については、２１ページを

ご覧ください。

　肝臓週間　７月 23 日（月）～ 29 日（日）

けんしん ７６歳歯科検診
　　　　について

　お口の健康は体全体の健康につながります。

　７６歳になる人を対象に口腔内の衛生状態や機能

などの検査を行います。ぜひ、受診してください。

　対　象　者　昭和 17 年４月１日

 　　　　　　～昭和 18 年３月 31 日生まれの人

　健診内容　粘膜・歯・顎関節の状態、

　　　　　　歯や歯周疾患の状態、

　　　　　　嚥下機能（飲み込み）評価　など

　※健診後、結果の説明とアドバイスがあります

　費　　用　無料

　申込方法　対象者には受診券を送付しています。

　　　　　　事前に電話予約をお願いします。

佐賀県後期高齢者医療広域連合

業務課企画・保健係

緯０９５２（６４）８４７６

申込・問合せ先

胃内視鏡検診を実施します

　今年度より医療機関での胃内視鏡（胃カメラ）検診を

開始します。これまで胃がん検診は、集団検診でのバリ

ウム検診のみでしたが、50歳代偶数年齢の人は、胃内

視鏡かバリウムのどちらかを選択することができます。

すでに集団検診（バリウム）を申し込みされている人も、

胃内視鏡に変更することができます。対象となる人には

個別に通知しています。

　対　象　者　今年度中に、50・52・54・56・58歳

　　　　　　になる人

　料　　金　5,000円　※ただし、市民税非課税世帯・

　　　　　　　　　　　　生活保護世帯は無料

　定　　員　先着50人

　医療機関　鹿島藤津地区内の医療機関

※詳しくは送付する通知をご覧ください。

保健センター（エイブル１階）

緯０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

がん検診を受けましょう

　がんの早期発見、早期治療を目的に、特定の年

齢の人を対象に『子宮頸がん検診』の無料クーポ

ン券を４月下旬に、『乳がん検診』の無料クーポ

ン券を６月下旬にそれぞれ交付しています。

　ぜひ、ご活用ください。

　対象者の生年月日

　　子宮頸がん検診　平成９年４月２日

　　　　　　　　　　～平成 10 年４月１日

　　乳がん検診　　　昭和 52 年４月２日

　　　　　　　　　　～昭和 53 年４月１日

　有効期限　平成 31 年２月 28 日

　受診方法　指定医療機関での個別検診

　　　　　　または市実施の集団検診

　※詳しくは送付する案内をご覧ください

ピロリ菌検査・肝炎ウィルス検診を受けましょう

　胃がんや胃炎の原因と言われるピロリ菌検査を実施します。同時に肝炎ウィルス検査も行いますので、ぜひ、受

診してください。※事前に申し込みをお願いします

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）　

申込期限　７月 18 日（水）

と　　き　７月 27 日（金）受付 18 時～ 19 時

　　　　　７月 28 日（土）・８月 19 日（日）受付９時～ 10 時

ピロリ菌検査
対　象　者　30歳～39歳になる人
（昭和54年４月２日～平成元年４月１日生）

内　　容　血液検査・問診

料　　金　300円
※市民税非課税世帯・生活保護世帯の人は無料

定　　員　200人
※申込期限内であっても定員になり次第、締め切ることがあります

そ　の　他　申し込みをされた人には、後日問診票を送付します。

肝炎ウィルス検査
対　象　者　30歳以上で、これまでに検査を受けたことがない人

内　　容　血液検査・問診

料　　金　Ｂ型＋Ｃ型　700円
　　　　　Ｂ型のみ　　300円
　　　　　Ｃ型のみ　　400円

そ　の　他　６月に実施した申込調査で申し込みされた人は、受診
　　　　　票を送付します。新たに希望される人は、申し込みの
　　　　　連絡をお願いします。

※市民税非課税世帯・生活保
　護世帯の人、後期高齢者医
　療制度被保険者は無料

保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３申込・問合せ先

岩手県・宮城県・福島県から
　鹿島市に避難されている人へ

特定健診・後期高齢者健診のお知らせ

　東日本大震災により、岩手県・宮城県・福島県の

一部から住民票を異動しないで鹿島市に避難されて

いる人のうち、市町村国民健康保険または後期高齢

者医療制度に加入されている人は、特定健診または

後期高齢者健診を避難先でも受診できます。

　詳しくは、保健センターまでお問合わせください。

　受診期限

　　平成31年３月30日

けんしん
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　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

熱中症に注意しましょう
　熱中症は夏の暑い日だけに起こるとは限りません。

　梅雨明けしたばかりのころや、前日に比べ気温が急

に上昇した日は、体が暑さに慣れていないため、熱中

症になりやすくなります。特に、体温調節が十分でな

い子どもや高齢の人は注意しましょう。

予防法

・こまめに水分補給をしましょう。

・衣服は軽く、通気性・吸湿性のよい素材のものを選

　びましょう。外出時は帽子や日傘で直射日光を防ぎ

　ましょう。

・部屋の風通しをよくし、暑さがこもらないようにし

　ましょう。

・食事と十分な睡眠で体調を整えましょう。

食改さんの料理教室

　毎月１９日は『食育の日』です。

　市食生活改善推進協議会では、６月から料理

教室を開催します。どなたでも参加できますの

で、希望する人は保健センターまでお申し込み

ください。

と　　き　７月 19 日（木）10 時～ 14 時 30 分

と　こ　ろ　エイブル２階調理実習室

参　加　費　300円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾

申込期限　７月 12 日（木）

予防接種
日本脳炎予防接種を受けましょう

対象者および接種期間

　毅平成10年７月２日から平成19年４月１日生まれの人

　　接種期間　20歳の誕生日前日まで

　毅平成19年４月２日から平成21年10月１日生まれの人

　　接種期間　９歳から13歳の誕生日前日まで

種　　類　第１期（３回）、第２期（１回）のうち、予防接種を受けていないもの

持　参　品　母子健康手帳、予診票

※接種回数、接種間隔など、不明な点がありましたらご相談ください。

　また、予防接種を希望する人は直接医療機関に申し込みをお願いします。

接種していない日本脳炎の予防接種を受けることができます。

夏季休暇などを利用して予防接種を受けましょう。
委任状と同意書について

　予防接種を受ける際は、保護者

同伴が原則です。特段の理由で保

護者以外の人（親族）が同伴する

場合は『委任状』が、保護者が同

伴せず１人で受ける場合（13歳

以上に限る）は、保護者の『同意

書』が必要です。

　『委任状』または『同意書』が

必要な場合は、事前に保健セン

ターへご連絡ください。

お知らせ

７月２８日は世界肝炎デー
　７月２８日は『世界肝炎デー』です。

　肝炎予防のために、まず肝炎ウイルス検査を受けま

しょう。肝炎ウイルス検査については、２１ページを

ご覧ください。

　肝臓週間　７月 23 日（月）～ 29 日（日）

けんしん ７６歳歯科検診
　　　　について

　お口の健康は体全体の健康につながります。

　７６歳になる人を対象に口腔内の衛生状態や機能

などの検査を行います。ぜひ、受診してください。

　対　象　者　昭和 17 年４月１日

 　　　　　　～昭和 18 年３月 31 日生まれの人

　健診内容　粘膜・歯・顎関節の状態、

　　　　　　歯や歯周疾患の状態、

　　　　　　嚥下機能（飲み込み）評価　など

　※健診後、結果の説明とアドバイスがあります

　費　　用　無料

　申込方法　対象者には受診券を送付しています。

　　　　　　事前に電話予約をお願いします。

佐賀県後期高齢者医療広域連合

業務課企画・保健係

緯０９５２（６４）８４７６

申込・問合せ先

胃内視鏡検診を実施します

　今年度より医療機関での胃内視鏡（胃カメラ）検診を

開始します。これまで胃がん検診は、集団検診でのバリ

ウム検診のみでしたが、50歳代偶数年齢の人は、胃内

視鏡かバリウムのどちらかを選択することができます。

すでに集団検診（バリウム）を申し込みされている人も、

胃内視鏡に変更することができます。対象となる人には

個別に通知しています。

　対　象　者　今年度中に、50・52・54・56・58歳

　　　　　　になる人

　料　　金　5,000円　※ただし、市民税非課税世帯・

　　　　　　　　　　　　生活保護世帯は無料

　定　　員　先着50人

　医療機関　鹿島藤津地区内の医療機関

※詳しくは送付する通知をご覧ください。

保健センター（エイブル１階）

緯０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

がん検診を受けましょう

　がんの早期発見、早期治療を目的に、特定の年

齢の人を対象に『子宮頸がん検診』の無料クーポ

ン券を４月下旬に、『乳がん検診』の無料クーポ

ン券を６月下旬にそれぞれ交付しています。

　ぜひ、ご活用ください。

　対象者の生年月日

　　子宮頸がん検診　平成９年４月２日

　　　　　　　　　　～平成 10 年４月１日

　　乳がん検診　　　昭和 52 年４月２日

　　　　　　　　　　～昭和 53 年４月１日

　有効期限　平成 31 年２月 28 日

　受診方法　指定医療機関での個別検診

　　　　　　または市実施の集団検診

　※詳しくは送付する案内をご覧ください

ピロリ菌検査・肝炎ウィルス検診を受けましょう

　胃がんや胃炎の原因と言われるピロリ菌検査を実施します。同時に肝炎ウィルス検査も行いますので、ぜひ、受

診してください。※事前に申し込みをお願いします

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）　

申込期限　７月 18 日（水）

と　　き　７月 27 日（金）受付 18 時～ 19 時

　　　　　７月 28 日（土）・８月 19 日（日）受付９時～ 10 時

ピロリ菌検査
対　象　者　30歳～39歳になる人
（昭和54年４月２日～平成元年４月１日生）

内　　容　血液検査・問診

料　　金　300円
※市民税非課税世帯・生活保護世帯の人は無料

定　　員　200人
※申込期限内であっても定員になり次第、締め切ることがあります

そ　の　他　申し込みをされた人には、後日問診票を送付します。

肝炎ウィルス検査
対　象　者　30歳以上で、これまでに検査を受けたことがない人

内　　容　血液検査・問診

料　　金　Ｂ型＋Ｃ型　700円
　　　　　Ｂ型のみ　　300円
　　　　　Ｃ型のみ　　400円

そ　の　他　６月に実施した申込調査で申し込みされた人は、受診
　　　　　票を送付します。新たに希望される人は、申し込みの
　　　　　連絡をお願いします。

※市民税非課税世帯・生活保
　護世帯の人、後期高齢者医
　療制度被保険者は無料

保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３申込・問合せ先

岩手県・宮城県・福島県から
　鹿島市に避難されている人へ

特定健診・後期高齢者健診のお知らせ

　東日本大震災により、岩手県・宮城県・福島県の

一部から住民票を異動しないで鹿島市に避難されて

いる人のうち、市町村国民健康保険または後期高齢

者医療制度に加入されている人は、特定健診または

後期高齢者健診を避難先でも受診できます。

　詳しくは、保健センターまでお問合わせください。

　受診期限

　　平成31年３月30日

けんしん
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お知らせ

　下水道認可区域以外で浄化槽を設

置する人は、補助の対象になります。

補助を希望する人は、着工前に申請

してください。

　ただし、浄化槽設置者講習会を受

講しているなど必要条件があります。

対象浄化槽・予定補助金

　５人槽　332,000 円（130 ㎡未満住宅）

　７人槽　414,000 円（130 ㎡以上住宅）

　10 人槽　548,000 円（二世帯住宅）

申請期限　補助予定数終了まで（先着順）

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

　恭夏の作業もおまかせください

　『農作業』『草払い、草取り』『家事』

『庭木剪定』『賞状書き』など。

恭家庭菜園・果樹園などに剪定枝葉
のチップ（EM 入り）はいかがですか

　『袋詰め』やトラック『バラ積み』で

販売しています。

恭刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソーなど

と　　き　７月 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

恭会員を募集しています

対　　象　60歳以上または来年３月

　　　　　までに60歳になる人

説　明　会　７月 19日（木）９時 30分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

問い合わせ・ご注文　

　シルバー人材センター

　緯０９５４（６３）０９７０

　武雄税務署は庁舎を移転します。

興新庁舎所在地

　〒８４３－８６８６

　武雄市武雄町大字昭和12番地10

　武雄市役所庁舎５階

興執務開始予定日

　平成 30 年９月 18 日（火）

※現庁舎では９月 14 日（金）17時

　まで業務を行います。

詳しくは　武雄税務署

　　　　　緯０９５４（２３）２１２７

　新たに森林を売買、相続などで取

得して所有者になった場合は、農林

水産課まで届出をお願いします。

届出期間　所有者となった日から 90 日以内

届出に必要なもの

　煙権利を取得したことがわかる書類

　　（登記事項証明書、土地売買契約書　など）

　煙印鑑（認印）　煙位置図

詳しくは　農林水産課農山漁村係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

　７月は『社会を明るくする運動』

の強化月間・再犯防止啓発月間です。

　日本での犯罪の約６割は再犯者に

よるものです。立ち直りを支え『犯

罪に戻らない、戻さない』ことが地

域の安全につながります。市でもさ

まざまな『社会を明るくする運動』

の行事を開催しますので、皆さんの

ご理解とご参加をお願いします。

詳しくは　生涯学習課社会教育・文化係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

平成３０年５月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

※（　　）内は前年比　　栢守ろう交通ルール　高めよう交通マナー

怯梅雨に入りました・・・雨で路面が濡れていると、車の制動距離は大幅

　に延びることがあります。特に雨天時は、車間距離を十分に取り、前を

　良く見て運転しましょう。

詳しくは　鹿島警察署交通課　緯０９５４（６３）１１１１

鹿島警察署管内
佐 賀 県 内

鹿 島 市 内

2,496 件（－307）
130 件（－012）
70 件（－005）

3,278 人（－440）
171 人（－006）
94 人（＋001）

12 人（－04）
0人（－02）
0人（－00）

8,418 人（＋363）
482 人（＋019）
256 人（＋010）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

家庭用浄化槽補助金
申請のお知らせ

　

　私たちの日常生活は、行政と深く

つながっており、その関わりは税金、

年金、保険、道路など多岐にわたっ

ています。行政の仕事やサービス、

仕組みや手続きに関して、お困りご

とはありませんか？

　そんなときには、次の２人の総務

大臣から委嘱された『行政相談委

員』にご相談ください。相談は無料

で、秘密は固く守ります。日時など

は毎月の広報かしま『情報掲示板』

の中の『相談』をご覧ください。

行政相談委員　井上　致子さん

　　　　　　　福岡　俊剛さん

詳しくは　総務課総務係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１１

　市内でも農業機械による事故が発
生しています。再度事故防止対策の
徹底をお願いします。また、７月、
８月は農作業中の熱中症事故が全国
で毎年発生しています。休憩をこま
めに取り、水分補給や帽子の着用、
通気性の良い服装を心がけましょう。

詳しくは　農林水産課農政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

　７月１１日から２０日までの１０

日間、『夏の交通安全県民運動』が

行われます。

運動の重点は・・・

　胸追突事故の防止

　胸飲酒運転の根絶

　胸子どもと高齢者の交通事故防止

恭チャイルドシートを無料で貸し出します

　噛出生後の購入準備のため（最長６カ月）

　噛帰省中の一時使用のため（最長２カ月）

詳しくは　総務課防災係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１２

　今年度は、２年に１度の特定計量

器検査の年です。対象の事業所は次

の日程で検査が行われますので受検

してください。

　６月の調査で集合検査の対象とな

る人は、はがきを送付しますので、

検査当日は計量器・はがき・手数料

を忘れずに持参してください。

怯集合検査

と　　き　８月７日（火）～９日（木）

怯所在場所検査

と　　き　８月10日（金）～29日（水）

対　　象　持ち運びできない計量器

※土・日・祝日、８月 13 日～ 15日を除く

詳しくは　商工観光課商工労政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

　今年のサマージャンボ宝くじの賞

金は、１等・前後賞合わせて７億円

です。サマージャンボミニ7,000万

も同時発売です。この宝くじの収益

金は市町村の明るく住みよいまちづ

くりに使われます。

発売期間　７月９日（月）～８月３日（金）

抽　選　日　８月 14 日（火）

詳しくは　佐賀県市町村振興協会

　　　　　緯０９５２（２５）１９１３

募　集

対　象　者　求職者

訓練期間　９月５日（水）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　８月１日（水）

※施設見学や模擬体験もできます

詳しくは　ポリテクセンター佐賀

　　　　　緯０９５２（２６）９５１６

　今年も鹿島が熱く燃える季節が

やってきました。おどりの参加者・

団体を募集します。

と　　き　８月３日（金）・４日（土）19 時～

参　加　費　１人 200 円（18 歳以上）

　　　　　※うちわ付き

参加条件　３曲ともに踊ることができ、

　　　　　練習に参加した団体

申込期限　７月６日（金）※日曜日を除く

蕎鹿島おどりパネル展開催蕎

　鹿島おどり55周年の歴史を伝え

るパネル展を開催します。

と　　き　７月８日（日）～16日（祝）

　　　　　10 時～ 19時

と　こ　ろ　ピオ１階多目的広場

詳しくは　鹿島おどり事務局

　　　　　緯０９５４（６２）３９４２

講習会・教室

と　　き　７月５日～８月９日

　　　　　毎週木曜日 20時～ 21時

と　こ　ろ　七浦海浜スポーツ公園プール

定　　員　一般男女 30 人

指　導　者　草野　晶子さん

参　加　費　3,000 円（保険料含む）

詳しくは　鹿島市体育協会事務局

　　　　　緯０９５４（６２）３３７９

　全７回の学習会を開催します。

第２回『子どもの人権を守ろう』

と　　き　７月 10 日（火）

　　　　　19 時 30 分～ 21 時

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

詳しくは　人権・同和対策課

　　　　　緯０９５４（６３）２１２６

夏の交通安全県民運動
守ろう交通ルール　高めよう交通マナー

社会を明るくする運動
にご協力を

胸市税集合徴収分
胸介護保険料
胸後期高齢者医療保険料の
第２期の口座振替日は

７月３１日（火）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

詳しくは　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４

平成３０年５月分の市長交際費を公表します

祝　儀

５月11日
５月17日

5,000円
5,000円

鹿島商工会議所女性会通常総会
鹿島市下水設備工事協同組合通常総会

37,320円（平成 30 年度累計　47,320 円）合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

５月20日
５月30日

10,000円
5,000円

伊能忠敬翁没後 200 年記念式典
鹿島藤津地区医師会定例総会

会　費
５月14日 5,000円 佐賀県工業連合会総会

その他
５月18日
５月28日

3,000円
4,320円

鹿島市ＰＴＡ連合会定期総会
名刺印刷代

農作業事故防止対策の
徹底をお願いします

武雄税務署
庁舎移転のお知らせ

お詫びと訂正

平成３０年６月号に誤りがありま

したので、お詫びして訂正します。

裏表紙『鹿島市体育協会表彰受賞

者』の紹介

隅特別功労賞者の所属名

（誤）鹿島市レクリエーション協会

（正）鹿島市体育協会レクリエーション部

隅優秀選手賞の受賞者名

（誤）谷川　将樹

（正）谷口　将樹

行政相談委員の紹介

森林の土地を取得した場合は
届出をお願いします

計量器検査を
受検してください

今年の夏は
１等・前後賞合わせて７億円！

暑中お見舞い申し上げます
鹿島市シルバー人材センター

平成３０年９月期
職業訓練受講生募集

１５

募集訓練科 定員

１５ＣＡＤ/ＮＣオペレーション科

板 金・溶 接 施 行 科

１５

２４住 環 境 Ｃ Ａ Ｄ 科

電 気 シ ス テ ム 施 工 科

ヤッサ！ヤッサ！
鹿島おどり参加者募集！

水中ウォーキング教室
受講生募集

人権学習会を開催します

情報掲示板 愚 お知らせ・募集・講習会・教室情報掲示板 愚 お知らせ



２３２２ Ｈ30（2018）.7.1　広報かしま 広報かしま　Ｈ30（2018）.7.1

お知らせ

　下水道認可区域以外で浄化槽を設

置する人は、補助の対象になります。

補助を希望する人は、着工前に申請

してください。

　ただし、浄化槽設置者講習会を受

講しているなど必要条件があります。

対象浄化槽・予定補助金

　５人槽　332,000 円（130 ㎡未満住宅）

　７人槽　414,000 円（130 ㎡以上住宅）

　10 人槽　548,000 円（二世帯住宅）

申請期限　補助予定数終了まで（先着順）

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

　恭夏の作業もおまかせください

　『農作業』『草払い、草取り』『家事』

『庭木剪定』『賞状書き』など。

恭家庭菜園・果樹園などに剪定枝葉
のチップ（EM 入り）はいかがですか

　『袋詰め』やトラック『バラ積み』で

販売しています。

恭刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソーなど

と　　き　７月 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

恭会員を募集しています

対　　象　60歳以上または来年３月

　　　　　までに60歳になる人

説　明　会　７月 19日（木）９時 30分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

問い合わせ・ご注文　

　シルバー人材センター

　緯０９５４（６３）０９７０

　武雄税務署は庁舎を移転します。

興新庁舎所在地

　〒８４３－８６８６

　武雄市武雄町大字昭和12番地10

　武雄市役所庁舎５階

興執務開始予定日

　平成 30 年９月 18 日（火）

※現庁舎では９月 14 日（金）17時

　まで業務を行います。

詳しくは　武雄税務署

　　　　　緯０９５４（２３）２１２７

　新たに森林を売買、相続などで取

得して所有者になった場合は、農林

水産課まで届出をお願いします。

届出期間　所有者となった日から 90 日以内

届出に必要なもの

　煙権利を取得したことがわかる書類

　　（登記事項証明書、土地売買契約書　など）

　煙印鑑（認印）　煙位置図

詳しくは　農林水産課農山漁村係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

　７月は『社会を明るくする運動』

の強化月間・再犯防止啓発月間です。

　日本での犯罪の約６割は再犯者に

よるものです。立ち直りを支え『犯

罪に戻らない、戻さない』ことが地

域の安全につながります。市でもさ

まざまな『社会を明るくする運動』

の行事を開催しますので、皆さんの

ご理解とご参加をお願いします。

詳しくは　生涯学習課社会教育・文化係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

平成３０年５月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

※（　　）内は前年比　　栢守ろう交通ルール　高めよう交通マナー

怯梅雨に入りました・・・雨で路面が濡れていると、車の制動距離は大幅

　に延びることがあります。特に雨天時は、車間距離を十分に取り、前を

　良く見て運転しましょう。

詳しくは　鹿島警察署交通課　緯０９５４（６３）１１１１

鹿島警察署管内
佐 賀 県 内

鹿 島 市 内

2,496 件（－307）
130 件（－012）
70 件（－005）

3,278 人（－440）
171 人（－006）
94 人（＋001）

12 人（－04）
0人（－02）
0人（－00）

8,418 人（＋363）
482 人（＋019）
256 人（＋010）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

家庭用浄化槽補助金
申請のお知らせ

　

　私たちの日常生活は、行政と深く

つながっており、その関わりは税金、

年金、保険、道路など多岐にわたっ

ています。行政の仕事やサービス、

仕組みや手続きに関して、お困りご

とはありませんか？

　そんなときには、次の２人の総務

大臣から委嘱された『行政相談委

員』にご相談ください。相談は無料

で、秘密は固く守ります。日時など

は毎月の広報かしま『情報掲示板』

の中の『相談』をご覧ください。

行政相談委員　井上　致子さん

　　　　　　　福岡　俊剛さん

詳しくは　総務課総務係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１１

　市内でも農業機械による事故が発
生しています。再度事故防止対策の
徹底をお願いします。また、７月、
８月は農作業中の熱中症事故が全国
で毎年発生しています。休憩をこま
めに取り、水分補給や帽子の着用、
通気性の良い服装を心がけましょう。

詳しくは　農林水産課農政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

　７月１１日から２０日までの１０

日間、『夏の交通安全県民運動』が

行われます。

運動の重点は・・・

　胸追突事故の防止

　胸飲酒運転の根絶

　胸子どもと高齢者の交通事故防止

恭チャイルドシートを無料で貸し出します

　噛出生後の購入準備のため（最長６カ月）

　噛帰省中の一時使用のため（最長２カ月）

詳しくは　総務課防災係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１２

　今年度は、２年に１度の特定計量

器検査の年です。対象の事業所は次

の日程で検査が行われますので受検

してください。

　６月の調査で集合検査の対象とな

る人は、はがきを送付しますので、

検査当日は計量器・はがき・手数料

を忘れずに持参してください。

怯集合検査

と　　き　８月７日（火）～９日（木）

怯所在場所検査

と　　き　８月10日（金）～29日（水）

対　　象　持ち運びできない計量器

※土・日・祝日、８月 13 日～ 15日を除く

詳しくは　商工観光課商工労政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

　今年のサマージャンボ宝くじの賞

金は、１等・前後賞合わせて７億円

です。サマージャンボミニ7,000万

も同時発売です。この宝くじの収益

金は市町村の明るく住みよいまちづ

くりに使われます。

発売期間　７月９日（月）～８月３日（金）

抽　選　日　８月 14 日（火）

詳しくは　佐賀県市町村振興協会

　　　　　緯０９５２（２５）１９１３

募　集

対　象　者　求職者

訓練期間　９月５日（水）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　８月１日（水）

※施設見学や模擬体験もできます

詳しくは　ポリテクセンター佐賀

　　　　　緯０９５２（２６）９５１６

　今年も鹿島が熱く燃える季節が

やってきました。おどりの参加者・

団体を募集します。

と　　き　８月３日（金）・４日（土）19 時～

参　加　費　１人 200 円（18 歳以上）

　　　　　※うちわ付き

参加条件　３曲ともに踊ることができ、

　　　　　練習に参加した団体

申込期限　７月６日（金）※日曜日を除く

蕎鹿島おどりパネル展開催蕎

　鹿島おどり55周年の歴史を伝え

るパネル展を開催します。

と　　き　７月８日（日）～16日（祝）

　　　　　10 時～ 19時

と　こ　ろ　ピオ１階多目的広場

詳しくは　鹿島おどり事務局

　　　　　緯０９５４（６２）３９４２

講習会・教室

と　　き　７月５日～８月９日

　　　　　毎週木曜日 20時～ 21時

と　こ　ろ　七浦海浜スポーツ公園プール

定　　員　一般男女 30 人

指　導　者　草野　晶子さん

参　加　費　3,000 円（保険料含む）

詳しくは　鹿島市体育協会事務局

　　　　　緯０９５４（６２）３３７９

　全７回の学習会を開催します。

第２回『子どもの人権を守ろう』

と　　き　７月 10 日（火）

　　　　　19 時 30 分～ 21 時

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

詳しくは　人権・同和対策課

　　　　　緯０９５４（６３）２１２６

夏の交通安全県民運動
守ろう交通ルール　高めよう交通マナー

社会を明るくする運動
にご協力を

胸市税集合徴収分
胸介護保険料
胸後期高齢者医療保険料の
第２期の口座振替日は

７月３１日（火）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

詳しくは　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４

平成３０年５月分の市長交際費を公表します

祝　儀

５月11日
５月17日

5,000円
5,000円

鹿島商工会議所女性会通常総会
鹿島市下水設備工事協同組合通常総会

37,320円（平成 30 年度累計　47,320 円）合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

５月20日
５月30日

10,000円
5,000円

伊能忠敬翁没後 200 年記念式典
鹿島藤津地区医師会定例総会

会　費
５月14日 5,000円 佐賀県工業連合会総会

その他
５月18日
５月28日

3,000円
4,320円

鹿島市ＰＴＡ連合会定期総会
名刺印刷代

農作業事故防止対策の
徹底をお願いします

武雄税務署
庁舎移転のお知らせ

お詫びと訂正

平成３０年６月号に誤りがありま

したので、お詫びして訂正します。

裏表紙『鹿島市体育協会表彰受賞

者』の紹介

隅特別功労賞者の所属名

（誤）鹿島市レクリエーション協会

（正）鹿島市体育協会レクリエーション部

隅優秀選手賞の受賞者名

（誤）谷川　将樹

（正）谷口　将樹

行政相談委員の紹介

森林の土地を取得した場合は
届出をお願いします

計量器検査を
受検してください

今年の夏は
１等・前後賞合わせて７億円！

暑中お見舞い申し上げます
鹿島市シルバー人材センター

平成３０年９月期
職業訓練受講生募集

１５

募集訓練科 定員

１５ＣＡＤ/ＮＣオペレーション科

板 金・溶 接 施 行 科

１５

２４住 環 境 Ｃ Ａ Ｄ 科

電 気 シ ス テ ム 施 工 科

ヤッサ！ヤッサ！
鹿島おどり参加者募集！

水中ウォーキング教室
受講生募集

人権学習会を開催します

情報掲示板 愚 お知らせ・募集・講習会・教室情報掲示板 愚 お知らせ
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情報掲示板 愚 相談・イベント

　『立つ』『歩く』などの動きをコ

ントロールする骨、関節、筋肉など

の機能低下をロコモティブシンド

ローム（運動器症候群）、略して『ロ

コモ』と言います。放っておくと日

常生活に支障をきたすこともありま

す。これを機会に運動しませんか。

と　　き　７月６日～９月 28 日

　　　　　毎週金曜日 10 時～ 11 時 30 分

と　こ　ろ　北鹿島体育館

　　　　　※９月７日は林業体育館

対　　象　おおむね 40 歳以上

内　　容　ストレッチダンス、リズムダンスなど

参　加　費　無料

持　参　品　タオル、飲み物、動ける服装

※各自熱中症対策に必要なものを持参してください

申込・問合せ先

　地域包括支援センター

　緯０９５４（６３）２１６０

　県内の料理店主人、料理人による

和食のお話と調理実習の教室です。

ぜひ、ご参加ください。

と　　き　７月 25 日（水）10 時～ 13 時

と　こ　ろ　アバンセ３階調理実習室（佐賀市）

対　　象　県内小中学生と保護者

定　　員　先着 20 組（親子ペア２人）

※２人以上になる場合は事前にご連絡ください

参　加　費　無料

申込方法　電話、ＦＡＸで事前に申し込み

申込・問合せ先

　佐賀県料理業生活衛生同業組合（楊柳亭内）

　緯０９５２（２３）２１３８

　姉０９５２（２３）２１３０

　健康や血糖値が気になる人を対象

に、夏に向けてスタミナがつく食材

を使った料理教室を開催します。

と　　き　７月 13 日（金）11 時～ 14 時

と　こ　ろ　エイブル２階調理室

定　　員　25 人程度

参　加　費　600 円

申込締切　７月 10 日（火）

詳しくは　織田病院栄養食事サービス部

　　　　　緯０９５４（６３）３２７５

　妊娠期からの仲間づくり、身近な

相談窓口としてマタニティサロンを

開催します。情報交換や相談など、

ゆっくりした時間を過ごしませんか。

と　　き　８月１日（水）

　　　　　13 時 30 分～ 14 時 30 分

と　こ　ろ　子育て支援センター

内　　容　エコー写真のアルバムづくり、

　　　　　情報交換、相談　など

参　加　費　無料

詳しくは　子育て支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）０８７４

　水遊びや子育て相談など一緒に楽

しみませんか。

　ご連絡お待ちしています♡
と　　き　７月 11 日・８月８日

　　　　　水曜日９時 30 分～ 10 時 45 分

と　こ　ろ　ことじ保育園

対　　象　未就学児

申込・問合せ先　ことじ保育園

　　　　緯０９５４（６３）１３３５

　平成31年10月１日から施行の消

費税率改正と同時に導入される軽減

税率制度の概要と補助金についてわ

かりやすく説明します。

と　　き　７月 10 日（火）14 時～ 16 時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい

参　加　費　無料

※事前に申し込みください

申込・問合せ先　鹿島商工会議所

　　　　　緯０９５４（６３）３２３１

と　　き　８月７日（火）

　　　　　14 時～ 16 時 30 分

と　こ　ろ　佐賀市文化会館大ホール

内　　容

　講演　『ありのままのわたしを生きる』ために

　講師　土肥　いつきさん（京都府立高校教員）

参　加　費　800円（資料代含む）

詳しくは　佐賀県人権・同和教育

　　　　　研究協議会事務局

　　　　　緯０９５２（６２）６４３４

　郷土の歴史について、毎月講話や

見学を行っています。一緒にふるさ

となどの歴史を楽しみませんか。

時　間　13 時 30 分～ 15 時

ところ　田澤記念館（城内）

資料代　200 円（入場無料）

日程・内容・講師

噛７月５日（木）

　演題　文化財を活かした地域づくり

　講師　小野　将史さん（県教育庁文化財課）

噛８月２日（木）

　演題　地図から見た鹿島市の近現代

　講師　加田　隆志さん（市生涯学習課）

噛９月６日（木）

　演題　伊万里県事件と信仰の夜明け

　講師　大石　一久さん（市文化財保護審議委員）

詳しくは　鹿島史談会事務局　杉谷

　　　　　緯０９５４（６３）２４８７

　ボランティアについて学んでみま

せんか。ボランティア団体の紹介や

佐賀県一輪車クラブの子どもたちに

よる演技披露などもあります。

と　　き　７月 26 日（木）

　　　　　13 時 30 分～ 16 時

と　こ　ろ　エイブルホール

内　　容　『自分だけにできる

　　　　　　ボランティア活動をさがそう』

講　　師　江口　英子さん

　　　　　（佐賀県レクリエーション協会理事長）

詳しくは　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

　災害時に自分や周りの人の命を守

るための救急法講習会を開催します。

と　　き　７月 14 日（土）10 時～ 12 時

と　こ　ろ　林業体育館

内　　容　非常持出品紹介、災害食

　　　　　作り、救急法講習　など

定　　員　先着 30 人

参　加　費　無料（米１合を持参してください）

※事前に申し込みください

申込・問合せ先

　日本赤十字社佐賀県支部鹿島市地区

　鹿島市社会福祉協議会

　緯０９５４（６２）２４４７

相　談

　佐賀県知的障害者更生相談所によ

る巡回相談が実施されます。心理判

定員が療育手帳の再判定や福祉サー

ビスに関する相談を受け付けます。

　相談を希望する人は、必ず事前に

福祉課へ予約してください。

と　　き　８月７日（火）10 時～ 16 時

と　こ　ろ　市役所５階第５～７会議室

詳しくは　福祉課障がい福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

　事前に申し込みが必要です。

と　　き　７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

申込・問合せ先（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

　不動産に関する悩みをご相談くだ

さい。事前に申し込みが必要です。

と　　き　７月 31 日（火）10 時～ 16 時

と　こ　ろ　エイブル

相談内容　土地境界、表示登記など

申込期限　７月 30 日（月）

申込・問合せ先

　佐賀県土地家屋調査士会

　緯０９５２（２４）６３５６

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

　※行政相談と同時開催

　26 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

　12日（木）13時開始（15時30分まで）

　※無料法律相談と同時開催

　総務課 緯（６３）２１１１

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

狂厚生年金・国民年金相談

　市民会館１階サロン

　３日・17 日（火）10 時～ 12 時、13 時～ 15 時

　要予約　市民課緯（６３）２１１７

狂人権相談　市民交流プラザかたらい３階会議室

　５日（木）10 時～ 15 時

狂土地・建物に関する無料相談所

市民会館１階サロン

　24 日（火）13 時 30 分～ 16 時 30 分

狂介護に関する相談　保険健康課

　月曜日～金曜日９時～ 17 時

狂こころの健康相談（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

　19 日（木）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

イベント

　鹿島の夏の風物詩、納涼花火大会

を開催します。夏の思い出に、ぜひ

お越しください。※雨天順延

と　　き　８月 25 日（土）20 時～

打上場所　鹿島川河口付近

　　　　　（北鹿島新籠富山海岸）

※詳しくは広報かしま８月号に掲載します

怯『メッセージ花火』受け付けます

　還暦、誕生日などのメッセージ花

火を打ち上げてみませんか。

詳しくは　花火大会実行委員会事務局

　　　　　（鹿島市観光協会内）

　　　　　緯０９５４（６２）３９４２

と　　き　８月１日（水）

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社周辺

内　　容　

　焔祭典　11 時～

　焔若草保育園児アトラクション

　焔鯉つかみ　14 時～（予定）

　焔祐徳おどり大会　19 時～

詳しくは　鹿島市観光協会

　　　　　緯０９５４（６０）５１４５

　市内外の小中高生を中心に作り上

げた、笑いあり涙ありの華やかなお

芝居と歌＆ダンスの舞台公演です。

　ご家族でお楽しみください。

と　　き　７月 15 日（日）14 時～

と　こ　ろ　エイブルホール

入　場　料　無料

内　　容　

　焔演劇『アラビアンナイト』

　焔歌とダンスのステージ

詳しくは　劇団ヤマト事務局　野崎

　　　　　緯０９０（２５０８）８３７４

　夏の風物詩“浜祇園祭”がやって

きました。浜町一円で奉納踊子、野

畠面浮立、東部中吹奏楽部、子ども

みこしが町を練り歩きます。

と　　き　７月 13 日（金）～ 15 日（日）

と　こ　ろ　浜町・古枝大村方区一帯

詳しくは　浜公民館

　　　　　緯０９５４（６２）２５３４

と　　き　７月 31 日（火）※少雨決行

　胸夏まつり　　　　18時20分～

　胸おしまさん詣り　22時30分～

と　こ　ろ　道の駅鹿島

夏まつりアトラクション　

　焔園児による出し物　　18 時 40 分～

　焔郷土芸能（小宮道区）　19 時 25 分～

　焔七浦盆踊り　　　　　20 時～

　焔お楽しみ抽選会

詳しくは　同実行委員会事務局

　　　　　緯０９５４（６２）８３２５

弁護士による
無料法律相談会

その他の相談
日本赤十字社
防災セミナー

劇団ヤマト　夏公演

マタニティサロンに
参加しませんか

ロコモ予防運動教室
参加者募集

子育てサークルさくらんぼ

スタミナがつく食材を
使った料理教室

親子でチャレンジ
和食教室

ボランティア連絡協議会
総会・講演会

消費税軽減税率
対策セミナー

知的障害者更生相談所
巡回相談

土地家屋調査士による
無料相談会

恒例　祐徳夏まつり

第４回鹿島市民
納涼花火大会

ぎ お ん

浜祇園祭

納涼ふるさと七浦夏まつり

鹿島史談会　歴史講座

佐賀県人権・同和
教育研究大会

情報掲示板 愚 講習会・教室
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情報掲示板 愚 相談・イベント

　『立つ』『歩く』などの動きをコ

ントロールする骨、関節、筋肉など

の機能低下をロコモティブシンド

ローム（運動器症候群）、略して『ロ

コモ』と言います。放っておくと日

常生活に支障をきたすこともありま

す。これを機会に運動しませんか。

と　　き　７月６日～９月 28 日

　　　　　毎週金曜日 10 時～ 11 時 30 分

と　こ　ろ　北鹿島体育館

　　　　　※９月７日は林業体育館

対　　象　おおむね 40 歳以上

内　　容　ストレッチダンス、リズムダンスなど

参　加　費　無料

持　参　品　タオル、飲み物、動ける服装

※各自熱中症対策に必要なものを持参してください

申込・問合せ先

　地域包括支援センター

　緯０９５４（６３）２１６０

　県内の料理店主人、料理人による

和食のお話と調理実習の教室です。

ぜひ、ご参加ください。

と　　き　７月 25 日（水）10 時～ 13 時

と　こ　ろ　アバンセ３階調理実習室（佐賀市）

対　　象　県内小中学生と保護者

定　　員　先着 20 組（親子ペア２人）

※２人以上になる場合は事前にご連絡ください

参　加　費　無料

申込方法　電話、ＦＡＸで事前に申し込み

申込・問合せ先

　佐賀県料理業生活衛生同業組合（楊柳亭内）

　緯０９５２（２３）２１３８

　姉０９５２（２３）２１３０

　健康や血糖値が気になる人を対象

に、夏に向けてスタミナがつく食材

を使った料理教室を開催します。

と　　き　７月 13 日（金）11 時～ 14 時

と　こ　ろ　エイブル２階調理室

定　　員　25 人程度

参　加　費　600 円

申込締切　７月 10 日（火）

詳しくは　織田病院栄養食事サービス部

　　　　　緯０９５４（６３）３２７５

　妊娠期からの仲間づくり、身近な

相談窓口としてマタニティサロンを

開催します。情報交換や相談など、

ゆっくりした時間を過ごしませんか。

と　　き　８月１日（水）

　　　　　13 時 30 分～ 14 時 30 分

と　こ　ろ　子育て支援センター

内　　容　エコー写真のアルバムづくり、

　　　　　情報交換、相談　など

参　加　費　無料

詳しくは　子育て支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）０８７４

　水遊びや子育て相談など一緒に楽

しみませんか。

　ご連絡お待ちしています♡
と　　き　７月 11 日・８月８日

　　　　　水曜日９時 30 分～ 10 時 45 分

と　こ　ろ　ことじ保育園

対　　象　未就学児

申込・問合せ先　ことじ保育園

　　　　緯０９５４（６３）１３３５

　平成31年10月１日から施行の消

費税率改正と同時に導入される軽減

税率制度の概要と補助金についてわ

かりやすく説明します。

と　　き　７月 10 日（火）14 時～ 16 時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい

参　加　費　無料

※事前に申し込みください

申込・問合せ先　鹿島商工会議所

　　　　　緯０９５４（６３）３２３１

と　　き　８月７日（火）

　　　　　14 時～ 16 時 30 分

と　こ　ろ　佐賀市文化会館大ホール

内　　容

　講演　『ありのままのわたしを生きる』ために

　講師　土肥　いつきさん（京都府立高校教員）

参　加　費　800円（資料代含む）

詳しくは　佐賀県人権・同和教育

　　　　　研究協議会事務局

　　　　　緯０９５２（６２）６４３４

　郷土の歴史について、毎月講話や

見学を行っています。一緒にふるさ

となどの歴史を楽しみませんか。

時　間　13 時 30 分～ 15 時

ところ　田澤記念館（城内）

資料代　200 円（入場無料）

日程・内容・講師

噛７月５日（木）

　演題　文化財を活かした地域づくり

　講師　小野　将史さん（県教育庁文化財課）

噛８月２日（木）

　演題　地図から見た鹿島市の近現代

　講師　加田　隆志さん（市生涯学習課）

噛９月６日（木）

　演題　伊万里県事件と信仰の夜明け

　講師　大石　一久さん（市文化財保護審議委員）

詳しくは　鹿島史談会事務局　杉谷

　　　　　緯０９５４（６３）２４８７

　ボランティアについて学んでみま

せんか。ボランティア団体の紹介や

佐賀県一輪車クラブの子どもたちに

よる演技披露などもあります。

と　　き　７月 26 日（木）

　　　　　13 時 30 分～ 16 時

と　こ　ろ　エイブルホール

内　　容　『自分だけにできる

　　　　　　ボランティア活動をさがそう』

講　　師　江口　英子さん

　　　　　（佐賀県レクリエーション協会理事長）

詳しくは　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

　災害時に自分や周りの人の命を守

るための救急法講習会を開催します。

と　　き　７月 14 日（土）10 時～ 12 時

と　こ　ろ　林業体育館

内　　容　非常持出品紹介、災害食

　　　　　作り、救急法講習　など

定　　員　先着 30 人

参　加　費　無料（米１合を持参してください）

※事前に申し込みください

申込・問合せ先

　日本赤十字社佐賀県支部鹿島市地区

　鹿島市社会福祉協議会

　緯０９５４（６２）２４４７

相　談

　佐賀県知的障害者更生相談所によ

る巡回相談が実施されます。心理判

定員が療育手帳の再判定や福祉サー

ビスに関する相談を受け付けます。

　相談を希望する人は、必ず事前に

福祉課へ予約してください。

と　　き　８月７日（火）10 時～ 16 時

と　こ　ろ　市役所５階第５～７会議室

詳しくは　福祉課障がい福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

　事前に申し込みが必要です。

と　　き　７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

申込・問合せ先（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

　不動産に関する悩みをご相談くだ

さい。事前に申し込みが必要です。

と　　き　７月 31 日（火）10 時～ 16 時

と　こ　ろ　エイブル

相談内容　土地境界、表示登記など

申込期限　７月 30 日（月）

申込・問合せ先

　佐賀県土地家屋調査士会

　緯０９５２（２４）６３５６

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

　※行政相談と同時開催

　26 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

　12日（木）13時開始（15時30分まで）

　※無料法律相談と同時開催

　総務課 緯（６３）２１１１

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

狂厚生年金・国民年金相談

　市民会館１階サロン

　３日・17 日（火）10 時～ 12 時、13 時～ 15 時

　要予約　市民課緯（６３）２１１７

狂人権相談　市民交流プラザかたらい３階会議室

　５日（木）10 時～ 15 時

狂土地・建物に関する無料相談所

市民会館１階サロン

　24 日（火）13 時 30 分～ 16 時 30 分

狂介護に関する相談　保険健康課

　月曜日～金曜日９時～ 17 時

狂こころの健康相談（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

　19 日（木）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

イベント

　鹿島の夏の風物詩、納涼花火大会

を開催します。夏の思い出に、ぜひ

お越しください。※雨天順延

と　　き　８月 25 日（土）20 時～

打上場所　鹿島川河口付近

　　　　　（北鹿島新籠富山海岸）

※詳しくは広報かしま８月号に掲載します

怯『メッセージ花火』受け付けます

　還暦、誕生日などのメッセージ花

火を打ち上げてみませんか。

詳しくは　花火大会実行委員会事務局

　　　　　（鹿島市観光協会内）

　　　　　緯０９５４（６２）３９４２

と　　き　８月１日（水）

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社周辺

内　　容　

　焔祭典　11 時～

　焔若草保育園児アトラクション

　焔鯉つかみ　14 時～（予定）

　焔祐徳おどり大会　19 時～

詳しくは　鹿島市観光協会

　　　　　緯０９５４（６０）５１４５

　市内外の小中高生を中心に作り上

げた、笑いあり涙ありの華やかなお

芝居と歌＆ダンスの舞台公演です。

　ご家族でお楽しみください。

と　　き　７月 15 日（日）14 時～

と　こ　ろ　エイブルホール

入　場　料　無料

内　　容　

　焔演劇『アラビアンナイト』

　焔歌とダンスのステージ

詳しくは　劇団ヤマト事務局　野崎

　　　　　緯０９０（２５０８）８３７４

　夏の風物詩“浜祇園祭”がやって

きました。浜町一円で奉納踊子、野

畠面浮立、東部中吹奏楽部、子ども

みこしが町を練り歩きます。

と　　き　７月 13 日（金）～ 15 日（日）

と　こ　ろ　浜町・古枝大村方区一帯

詳しくは　浜公民館

　　　　　緯０９５４（６２）２５３４

と　　き　７月 31 日（火）※少雨決行

　胸夏まつり　　　　18時20分～

　胸おしまさん詣り　22時30分～

と　こ　ろ　道の駅鹿島

夏まつりアトラクション　

　焔園児による出し物　　18 時 40 分～

　焔郷土芸能（小宮道区）　19 時 25 分～

　焔七浦盆踊り　　　　　20 時～

　焔お楽しみ抽選会

詳しくは　同実行委員会事務局

　　　　　緯０９５４（６２）８３２５

弁護士による
無料法律相談会

その他の相談
日本赤十字社
防災セミナー

劇団ヤマト　夏公演

マタニティサロンに
参加しませんか

ロコモ予防運動教室
参加者募集

子育てサークルさくらんぼ

スタミナがつく食材を
使った料理教室

親子でチャレンジ
和食教室

ボランティア連絡協議会
総会・講演会

消費税軽減税率
対策セミナー

知的障害者更生相談所
巡回相談

土地家屋調査士による
無料相談会

恒例　祐徳夏まつり

第４回鹿島市民
納涼花火大会

ぎ お ん

浜祇園祭

納涼ふるさと七浦夏まつり

鹿島史談会　歴史講座

佐賀県人権・同和
教育研究大会

情報掲示板 愚 講習会・教室
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TopicsTopics まちの話題

　５月２７日、鹿島ガタリンピックが開催されました。
　天候に恵まれ、今年も国内外からたくさんの人が鹿島の地
に集い、熱戦を繰り広げました。
　福岡県から家族で参加して『人間むつごろう』に出場した
親子は、「初めての参加。潟の泥が気持ちよくて楽しかっ
た」と鹿島の自然を満喫していました。

第34回鹿島ガタリンピック第34回鹿島ガタリンピック

No.1095

　５月２７日、鹿島の干潟を舞台に『鹿島ガタリンピック』

が開催されました。泥まみれになる人も応援する人も、会場

にいるすべての人が、自然の恵みを全身で体感していました。

（裏表紙に関連記事があります）

鹿島ガタリンピック鹿島ガタリンピック
写真


