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煙第44期天元戦第３局

煙寛蓮子ども囲碁教室

煙プロ棋士による指導碁

煙天元戦大盤解説・感想戦

※『プロ棋士による指導碁』参加希望

　の人は、電話でお申し込みください。 国民栄誉賞
井山裕太天元
国民栄誉賞

井山裕太天元

碁　聖　寛　蓮
鹿島囲碁大会
碁　聖　寛　蓮
鹿島囲碁大会

関連
イベント

　どなたでも参加できる囲碁
大会です。賞品もあります。
　ぜひお越しください。
　参　加　費　2,000 円（弁当付）
　　　　　　小学生 1,000 円
　申込期限　11 月 20 日（火）
電話でお申し込みください

　同大会事務局　藤永
　緯０９５４（６２）６３１３

詳しくは

と　き　11月24日（土）９時～

ところ　市民交流プラザかたらい
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日本の未来　子どもたちの明日　囲碁とともに日本の未来　子どもたちの明日　囲碁とともに

煙第１部　講　演『こどもの命をつなぐ囲碁』
　　　　　　　講　師　原　安喜子さん

　　　　　　　　　　　（ＩＧＯコミュニケーションズ）

　　　　　　　　　　　重野　由紀さん

　　　　　　　　　　　（日本棋院常務理事）

煙第２部　パネルディスカッション
　　　　　　　テーマ『囲碁による子どもの育成』

煙交流会・天元戦第３局前夜祭（参加費5,000円）

　　国民栄誉賞の井山裕太天元が参加予定です。

　　ところ　割烹清川　※生涯学習課までお問い合わせください
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広報かしま原稿締切日鹿島市役所　総務部　企画財政課　〒849ー1312　佐賀県鹿島市大字納富分２６４３番地１
緯 0954（63）2114　姉 0954（63）2129　ＵＲＬ　http://www.city.saga-kashima.lg.jp/
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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）

文化・スポーツの結果文化・スポーツの結果

皐Ｐｉａ－Ｃｏｎピアノコンクール《バッハ部門》

　優秀賞　中尾　優姫（明倫小６年）

皐佐賀県愛鳥週間ポスターコンクール

　知事賞　井上　理子（東部中２年）

皐第68回佐賀県児童生徒理科作品展

　市村記念賞　高取　杏奈（鹿島小６年）

　理振会長賞　光武　拓海（明倫小４年）　光武　泰利（明倫小６年）

　　　　　　　高尾　真矢（明倫小６年）

皐わたしたちの夢のトラック絵画コンクール

　優秀賞　水川　新太（北鹿島小２年）　中尾　勇登（北鹿島小３年）

　　　　　朝永　梨玖（明倫小４年）　植田　彩夏（能古見小５年）

皐わたしたちの有明海絵画コンクール

　優秀賞　永山　倫太郎（浜小２年）

皐ＪＡ共済小中学校書道・交通安全ポスターコンクール

　【ポスター】　銀賞　宮﨑　智暉（鹿島小５年）

　　　　　銅賞　小池　陽奈（北鹿島小４年）

　【半紙】　銅賞　武冨　里桜（鹿島小２年）　田川　莉子（明倫小２年）

　　　　　　　　川上　るな（明倫小３年）

皐第７回佐賀県女子ユースサッカー選手権大会

　兼第22回九州女子ユースサッカー選手権大会県予選

　開　催　日　９月24日（佐賀県フットボールセンター）

　　優勝　ＦＣ　ＰＡＳＳＩＯＮ

　　　　　吉田　樹里（鹿島実高３年）　江口　璃音（鹿島実高２年）

　　　　　江口　玲亜（西部中３年）　井手　花香（西部中３年）

　　　　　北原　音羽（西部中３年）　堀　朱里（西部中３年）

　　　　　北村　美咲（西部中２年）　中原　陽毬（西部中２年）

　　※優勝したＦＣ　ＰＡＳＳＩＯＮは、１０月１３日・１４日、

　　　宮崎県で開催された九州大会に出場されました。

皐第23回佐賀県スイミングクラブ交流記録会

　開　催　日　９月２日（県総合運動場水泳場）

　【女子 50ｍ自由形】　優勝

　【100ｍ個人メドレー】　２位

　【50ｍ平泳ぎ】　　　２位

　【25ｍバタフライ】　２位

　【４×25ｍメドレーリレー】　２位

皐第24回くまもと玉名杯九州レスリング大会

　開　催　日　10月13～14日（熊本県玉名市運動公園総合体育館）

　

　【92kg 級】

　　優　勝

　芹川　力亜

（鹿島実高　年）

皐九州空手道研究会久冨杯第19回大会

　開　催　日　９月９日（福岡県うきは市総合体育館）

　【高校生男子　形の部】　優勝　馬場　海星（龍谷高３年）

皐第29回全九州テコンドー選手権大会

　開　催　日　９月 17 日（佐賀市諸富町ハートフル）　

　　優勝　今村　旭来（明倫小１年）

　　２位　川島　涼羽（浜小１年）　前田　望来（北鹿島小４年）

　　３位　坂井　星（古枝小１年）　竹下　心海（東部中１年）

皐九州中学校体育大会《水泳競技》

　開　催　日　８月４日（熊本県アクアドームくまもと）

　【男子 100ｍ・200ｍ平泳ぎ】　

　　５位　森田　敏正（西部中２年）

皐第16回県下中学生体重別柔道大会

　開　催　日　９月 23 日（基山町総合体育館）

　　優勝　橋本　拓海（西部中２年）

　　２位　植松　恭平（西部中２年）　有森　隼仁（西部中２年）

皐佐賀新聞学童オリンピック大会《テニス競技》

　開　催　日　９月 15 日（県総合運動場庭球場）

　　２位　中原　理翔（明倫小４年）　光武　拓海（明倫小４年）

　　３位　峰松　慶樹（明倫小５年）　松浦　圭祐（明倫小６年）

　　　　　光武　泰利（明倫小６年）　中原　暖斗（明倫小６年）

平　悠美奈

（古枝小６年）

　【92kg 級】

　　優　勝

　芹川　力亜

（鹿島実高２年）

九州レスリング大会
で見事優勝を果たし
た芹川力亜さん　偶

鹿 島 市 消 防 団（ 古 枝 分 団 ）鹿 島 市 消 防 団（ 古 枝 分 団 ）

　生涯学習課スポーツ係　緯０９５４（６３）２１２５詳しくは栢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

　鹿島市消防団は、３８年ぶりに前回と同じ古

枝分団で全国大会に出場することができました。

偉大な先輩方に追いつけたという思いと同時に、

鹿島市また佐賀県代表として恥ずかしくない操

法をしようと心がけました。

　４月末の結団式以降、ワンフォーオール・

オールフォーワン『一人は団員のために、団員

は勝利のために』のスローガンのもと、厳しい

訓練に耐え、県大会優勝という結果を得ること

ができました。その後全国大会に向け、もう一

度士気を高め、統率力の向上に古枝分団全団員

が努めたことで全国でも入賞することができた

のだと思います。

　これまで長い間指導していただいた鹿島消防

署の教官を始め、訓練のサポートをしていただ

いた本部役員や古枝分団の皆さん、たくさんの

激励に来ていただいた皆さん、ご支援、ご協力

をいただいた市民の皆さん、本当にありがとう

ございました。

　　　　　　　鹿島市消防団　古枝分団
　　　　　　　　　選手代表　松本健二郎

１０月１９日、富山県富山市で開催された全国

消防操法大会に、佐賀県代表として鹿島市消防

団（古枝分団）が出場し、見事入賞（優良賞）

を果たしました。

　出場した選手は、これまでの訓練の成果を存

分に発揮し、全国からの観衆を前に堂々とした

小型ポンプ操法を披露しました。今回の入賞は、

５月の訓練開始から県大会を経て全国大会まで

１人も欠けることなく訓練に励んできた選手の

皆さんの頑張りはもちろん、分団、家族、職場、

地域の皆さんの協力により成し遂げられたもの

と思います。おめでとうございます。

全国消防操法大会出場！優良賞受賞！全国消防操法大会出場！優良賞受賞！

興全国大会に出場した鹿島市消防団（古枝分団）の皆さん興
　上段左から　片淵友敬さん　松本健二郎さん　岸川亮太さん　小池真一郎さん

　下段左から　尾﨑賢一さん　山口辰徳さん　　平直紀さん　　中村尭史さん
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　開　催　日　９月 23 日（基山町総合体育館）

　　優勝　橋本　拓海（西部中２年）

　　２位　植松　恭平（西部中２年）　有森　隼仁（西部中２年）

皐佐賀新聞学童オリンピック大会《テニス競技》

　開　催　日　９月 15 日（県総合運動場庭球場）

　　２位　中原　理翔（明倫小４年）　光武　拓海（明倫小４年）

　　３位　峰松　慶樹（明倫小５年）　松浦　圭祐（明倫小６年）

　　　　　光武　泰利（明倫小６年）　中原　暖斗（明倫小６年）

平　悠美奈

（古枝小６年）

　【92kg 級】

　　優　勝

　芹川　力亜

（鹿島実高２年）

九州レスリング大会
で見事優勝を果たし
た芹川力亜さん　偶

鹿 島 市 消 防 団（ 古 枝 分 団 ）鹿 島 市 消 防 団（ 古 枝 分 団 ）

　生涯学習課スポーツ係　緯０９５４（６３）２１２５詳しくは栢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

　鹿島市消防団は、３８年ぶりに前回と同じ古

枝分団で全国大会に出場することができました。

偉大な先輩方に追いつけたという思いと同時に、

鹿島市また佐賀県代表として恥ずかしくない操

法をしようと心がけました。

　４月末の結団式以降、ワンフォーオール・

オールフォーワン『一人は団員のために、団員

は勝利のために』のスローガンのもと、厳しい

訓練に耐え、県大会優勝という結果を得ること

ができました。その後全国大会に向け、もう一

度士気を高め、統率力の向上に古枝分団全団員

が努めたことで全国でも入賞することができた

のだと思います。

　これまで長い間指導していただいた鹿島消防

署の教官を始め、訓練のサポートをしていただ

いた本部役員や古枝分団の皆さん、たくさんの

激励に来ていただいた皆さん、ご支援、ご協力

をいただいた市民の皆さん、本当にありがとう

ございました。

　　　　　　　鹿島市消防団　古枝分団
　　　　　　　　　選手代表　松本健二郎

１０月１９日、富山県富山市で開催された全国

消防操法大会に、佐賀県代表として鹿島市消防

団（古枝分団）が出場し、見事入賞（優良賞）

を果たしました。

　出場した選手は、これまでの訓練の成果を存

分に発揮し、全国からの観衆を前に堂々とした

小型ポンプ操法を披露しました。今回の入賞は、

５月の訓練開始から県大会を経て全国大会まで

１人も欠けることなく訓練に励んできた選手の

皆さんの頑張りはもちろん、分団、家族、職場、

地域の皆さんの協力により成し遂げられたもの

と思います。おめでとうございます。

全国消防操法大会出場！優良賞受賞！全国消防操法大会出場！優良賞受賞！

興全国大会に出場した鹿島市消防団（古枝分団）の皆さん興
　上段左から　片淵友敬さん　松本健二郎さん　岸川亮太さん　小池真一郎さん

　下段左から　尾﨑賢一さん　山口辰徳さん　　平直紀さん　　中村尭史さん
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　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。

０９５４（６２）３０５２

電　話　番　号

鹿島カトリック幼稚園 執行分 45 人 8：00 ～ 15：00
15：00 ～ 17：30
相談により個別対応可

園　名 所在地 定　員 開園時間 預かり保育時間

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。

明 朗 幼 稚 園 中牟田 ０９５４（６２）３６４５

園　名 所在地 定　員 電　話　番　号

７：00 ～ 19：00

開園時間（延長・預かり含む）

教育60人　保育20人

潤保育所・・・保育を必要とする児童を、家庭に代わって保育します。

み ど り 園 中　村 80 人 ０９５４（６２）２５８０

園　名 所在地 定　員 電　話　番　号

7：00 ～ 19：00

開園時間（延長時間含む）

保 育 所 め ぐ み 園 井　手 100 人 ０９５４（６３）４４５０7：00 ～ 19：00

ア ソ カ 保 育 園 東　町 100 人 ０９５４（６２）２３７９7：00 ～ 19：00

鹿 島 保 育 園 小　舟　津 60 人 ０９５４（６２）３４８４7：00 ～ 19：00

旭 ヶ 岡 保 育 園 高　津　原 160 人 ０９５４（６３）０１９５7：00 ～ 19：00

こ と じ 保 育 園 若　殿　分 110 人 ０９５４（６３）１３３５7：00 ～ 19：00

誕 生 院 保 育 園 行　成 160 人 ０９５４（６２）０８１０7：00 ～ 19：00

能 古 見 保 育 園 東三河内 45 人 ０９５４（６３）３３１５7：00 ～ 18：30

若 草 保 育 園 下　古　枝 90 人 ０９５４（６２）２８３４7：00 ～ 19：00

共 生 保 育 園 野　畠 50 人 ０９５４（６３）５０６２7：30 ～ 19：00

海 童 保 育 園 八　宿 90 人 ０９５４（６２）０６２７7：00 ～ 19：00

七 浦 保 育 園 東　塩　屋 40 人 ０９５４（６３）１４０１7：00 ～ 19：00

お と な り 保 育 園 音　成 20 人 ０９５４（６２）８３１３7：00 ～ 18：30

飯 田 保 育 園 飯　田 20 人 ０９５４（６２）８９４９7：00 ～ 19：00

※特別に支援が必要なお子さまの保育も全園で実施しています

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。

　　　　　　　　（一時保育については各園に直接申し込みをしてください）

～幼稚園・認定こども園・保育所～
平成３１年度入所申込みのご案内

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

入所申込みのご案内入所申込みのご案内

恭利用調整について
　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３１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

恭保育標準時間、保育短時間の区分表

保育の必要な事由

120 時間以上／月の就労就　労

標準時間認定

64 時間以上

　120 時間未満／月の就労

短時間認定

就労期間

支給認定期間

120 時間以上／月の介護等常時介護・看護 介護・看護の期間120 時間未満／月の介護等

120 時間以上／月の就学就　学 就学期間120 時間未満／月の就学

医療機関証明による疾　病 治療期間医療機関証明による

障がいの内容による障がい 必要と認められる期間障がいの内容による

○妊娠・出産 －
出産月前後２カ月

（最大５カ月）

○災害復旧 － 復旧期間

○虐待またはＤＶ 必要と認められる期間－

－求職活動 最大３カ月○

－ ○

育児休業取得時

※ただし、育休取得以前

　に就労等を理由に在園

　している児童に限る

生まれた子が

　１歳を迎える月まで

　胸標準時間・・・最大11時間利用可能　　　胸短時間・・・最大８時間利用可能

３～５歳入園対象 ０～５歳

制限なし利用できる保護者

各施設申込み先 市役所１階福祉課 各施設

各施設へお問い合わせください申込み期間 12 月３日（月）～ 28日（金） 各施設からお知らせします

各施設へお問い合わせください持参品

噛通帳とその登録印（口座未登録の人のみ）

噛保護者、児童のマイナンバーカードまたは番号通知カード
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新規利用のみ）

噛手続きに来られる人の身元確認書類（運転免許証など）

保育の必要な事由に該当する人（区分表のとおり）

※明朗幼稚園（認定こども園）は、教育・保育の区分で申込み先、申込み期間などが異なります。

新規利用、市外施設利用 継続利用、兄弟姉妹の新規利用
幼稚園　認定こども園（教育）

保育所　認定こども園（保育）

恭利用手続きについて（申込み方法）
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　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。

０９５４（６２）３０５２

電　話　番　号

鹿島カトリック幼稚園 執行分 45 人 8：00 ～ 15：00
15：00 ～ 17：30
相談により個別対応可

園　名 所在地 定　員 開園時間 預かり保育時間

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。

明 朗 幼 稚 園 中牟田 ０９５４（６２）３６４５

園　名 所在地 定　員 電　話　番　号

７：00 ～ 19：00

開園時間（延長・預かり含む）

教育60人　保育20人

潤保育所・・・保育を必要とする児童を、家庭に代わって保育します。

み ど り 園 中　村 80 人 ０９５４（６２）２５８０

園　名 所在地 定　員 電　話　番　号

7：00 ～ 19：00

開園時間（延長時間含む）

保 育 所 め ぐ み 園 井　手 100 人 ０９５４（６３）４４５０7：00 ～ 19：00

ア ソ カ 保 育 園 東　町 100 人 ０９５４（６２）２３７９7：00 ～ 19：00

鹿 島 保 育 園 小　舟　津 60 人 ０９５４（６２）３４８４7：00 ～ 19：00

旭 ヶ 岡 保 育 園 高　津　原 160 人 ０９５４（６３）０１９５7：00 ～ 19：00

こ と じ 保 育 園 若　殿　分 110 人 ０９５４（６３）１３３５7：00 ～ 19：00

誕 生 院 保 育 園 行　成 160 人 ０９５４（６２）０８１０7：00 ～ 19：00

能 古 見 保 育 園 東三河内 45 人 ０９５４（６３）３３１５7：00 ～ 18：30

若 草 保 育 園 下　古　枝 90 人 ０９５４（６２）２８３４7：00 ～ 19：00

共 生 保 育 園 野　畠 50 人 ０９５４（６３）５０６２7：30 ～ 19：00

海 童 保 育 園 八　宿 90 人 ０９５４（６２）０６２７7：00 ～ 19：00

七 浦 保 育 園 東　塩　屋 40 人 ０９５４（６３）１４０１7：00 ～ 19：00

お と な り 保 育 園 音　成 20 人 ０９５４（６２）８３１３7：00 ～ 18：30

飯 田 保 育 園 飯　田 20 人 ０９５４（６２）８９４９7：00 ～ 19：00

※特別に支援が必要なお子さまの保育も全園で実施しています

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。

　　　　　　　　（一時保育については各園に直接申し込みをしてください）

～幼稚園・認定こども園・保育所～
平成３１年度入所申込みのご案内

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

入所申込みのご案内入所申込みのご案内

恭利用調整について
　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３１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

恭保育標準時間、保育短時間の区分表

保育の必要な事由

120 時間以上／月の就労就　労

標準時間認定

64 時間以上

　120 時間未満／月の就労

短時間認定

就労期間

支給認定期間

120 時間以上／月の介護等常時介護・看護 介護・看護の期間120 時間未満／月の介護等

120 時間以上／月の就学就　学 就学期間120 時間未満／月の就学

医療機関証明による疾　病 治療期間医療機関証明による

障がいの内容による障がい 必要と認められる期間障がいの内容による

○妊娠・出産 －
出産月前後２カ月

（最大５カ月）

○災害復旧 － 復旧期間

○虐待またはＤＶ 必要と認められる期間－

－求職活動 最大３カ月○

－ ○

育児休業取得時

※ただし、育休取得以前

　に就労等を理由に在園

　している児童に限る

生まれた子が

　１歳を迎える月まで

　胸標準時間・・・最大11時間利用可能　　　胸短時間・・・最大８時間利用可能

３～５歳入園対象 ０～５歳

制限なし利用できる保護者

各施設申込み先 市役所１階福祉課 各施設

各施設へお問い合わせください申込み期間 12 月３日（月）～ 28日（金） 各施設からお知らせします

各施設へお問い合わせください持参品

噛通帳とその登録印（口座未登録の人のみ）

噛保護者、児童のマイナンバーカードまたは番号通知カード
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新規利用のみ）

噛手続きに来られる人の身元確認書類（運転免許証など）

保育の必要な事由に該当する人（区分表のとおり）

※明朗幼稚園（認定こども園）は、教育・保育の区分で申込み先、申込み期間などが異なります。

新規利用、市外施設利用 継続利用、兄弟姉妹の新規利用
幼稚園　認定こども園（教育）

保育所　認定こども園（保育）

恭利用手続きについて（申込み方法）
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　水道事業会計の決算は、『収益的収支』で１億１９０万円の純利益となりましたが、『資本的収支』では、

３億２４８万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。

一般会計（地方財政状況調査）

公共下水道事業
特
別
会
計

谷田工場団地造成・分譲事業

国民健康保険

後期高齢者医療

収益的収入および支出公
営
企
業
会
計

水道事業
資本的収入および支出

会　計　区　分

１４３億６,７９２万円 １４０億４,４５８万円 ３億２,３３４万円

１１億６,２３５万円 １１億６,０３０万円 ２０５万円

２,６０１万円 ６８万円 ２,５３３万円

４５億６,９４４万円 ４５億２,２５４万円 ４,６９０万円

３億９,７２２万円 ３億９,５７４万円 １４８万円

５億４,７６９万円 ４億４,５７９万円 １億１９０万円

５,４１１万円
３億５,６５９万円 ０円

３億２４８万円
資本的収入

歳　入 歳　出 決　算　収　支

補填財源

怯決算の概要

　平成２９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２９年度決算カード』に掲載しています。

平成２９年度　鹿島市の決算状況

怯指標でみる財政事情

29 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。
　今決算では主要財源である普通交付税の減や扶助費（社会福祉や少子化対策）の
増などが影響し、1.6ポイントの増となりました。

　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。

経 常 収 支 比 率

93.5％ 91.9％

財 政 力 指 数

0.460 0.450

主　な　指　標　と　説　明

平成２９年度鹿島市決算状況

　企画財政課財政係

　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

怯一般会計決算の状況（構成）

市税（税金）
30億7,875万円
（21％）

人件費
（給料、報酬）
21億1,844万円
（15％） 物件費（事務費等）

15億7,739万円
（11％）

扶助費（福祉費）
36億992万円
（26％）

140億4,458万円143億6,792万円

補助金負担金等
12億9,579万円
（9％）

建設事業費
19億1,821万円
（14％）

公債費（返済金）
7億4,686万円
（5％） 繰出金（他会計）

20億3,300万円
（15％）

地方交付税（国交付金）
37億5,436万円
（26％）

地方譲与税等
7億169万円
（5％）

国県支出金
35億7,650万円
（25％）

負担金、使用料等
6億5,660万円
（5％）

繰入繰越金
9億2,871万円
（6％）

市債（借入金）
9億7,185万円
（7％）

その他
6億9,946万円
（5％）

その他
7億4,497万円
（5％）

　鹿島市一般会計では、国保財政支援対策繰出金などの財源

として、財政調整基金（積立金）を 6,155 万円取り崩し、小・

中学校の整備や市道改修など公共施設の維持・管理費の財源

として公共施設建設基金（積立金）を 1 億 8,536 万円取り崩

しました。

　平成 29 年度末の市債（借入金）残高については、小・中

学校の改修などの大型事業実施に伴い、前年度比３％増の

108 億円となっていますが、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 60 億円となっ

ています。平成 29 年度の歳入全体としては、新世紀センター

の完成をはじめ、防災情報伝達システム整備や農林水産の補

助事業が完了したことなどにより、市債（借入金）や県補助

金が減少し、前年比 7.4％の減となりました。

　主要財源である税収について、徴収率は昨年度と変わりま

せんが、収入額は３カ年連続増加しており、平成 29 年度は

前年比 2.5％の増となりました。しかしながら、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なか、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。

怯財政の現状と今後の展望

平成２９年度は、次の１２事業に活用しました 　企画財政課企画係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

ふるさと食育事業ふるさと食育事業

図書購入図書購入

産業振興 酒蔵ツーリズム推進事業 １００千円

項　目 事業・内容 実績額（千円）

福祉保健医療の充実 放課後児童クラブ施設整備事業 ３,４００千円

都市基盤整備 公園施設管理事業 ４００千円

自然環境保全 有明海環境保全事業 １,３００千円

安全安心のまちづくり 避難看板設置 １００千円

一人ひとりを伸ばす教育推進事業 ３５０千円

ふるさと食育事業 ５０千円

青少年共同宿泊体験事業 １６３千円

図書購入 ６００千円

スポーツライフ運営事業 ２００千円

教育文化の向上

文化財保護 文化財保護事業 １,０００千円

協働のまちづくり イベント調整協議会負担金 ３００千円

合計 ７,９６３千円

ふるさと納税寄附金の活用ふるさと納税寄附金の活用 　全国の皆さんからお寄せいただいたふるさと納税寄附金は、
　寄附者の意向に沿った事業に活用しています。

怯平成２９年度の主な目的別内訳（決算額、構成比）

議会・総務・消防
24 億 2,077 万円　17％

福祉・衛生
65 億 390 万円　46％

農林水産業の振興
11 億 9,849 万円　9％

商工観光・雇用対策
4 億 6,216 万円　3％

土木・建設・災害復旧
11 億 8,887 万円　9％

学校教育・生涯学習
15 億 2,354 万円　11％
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　水道事業会計の決算は、『収益的収支』で１億１９０万円の純利益となりましたが、『資本的収支』では、

３億２４８万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。

一般会計（地方財政状況調査）

公共下水道事業
特
別
会
計

谷田工場団地造成・分譲事業

国民健康保険

後期高齢者医療

収益的収入および支出公
営
企
業
会
計

水道事業
資本的収入および支出

会　計　区　分

１４３億６,７９２万円 １４０億４,４５８万円 ３億２,３３４万円

１１億６,２３５万円 １１億６,０３０万円 ２０５万円

２,６０１万円 ６８万円 ２,５３３万円

４５億６,９４４万円 ４５億２,２５４万円 ４,６９０万円

３億９,７２２万円 ３億９,５７４万円 １４８万円

５億４,７６９万円 ４億４,５７９万円 １億１９０万円

５,４１１万円
３億５,６５９万円 ０円

３億２４８万円
資本的収入

歳　入 歳　出 決　算　収　支

補填財源

怯決算の概要

　平成２９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２９年度決算カード』に掲載しています。

平成２９年度　鹿島市の決算状況

怯指標でみる財政事情

29 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。
　今決算では主要財源である普通交付税の減や扶助費（社会福祉や少子化対策）の
増などが影響し、1.6ポイントの増となりました。

　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。

経 常 収 支 比 率

93.5％ 91.9％

財 政 力 指 数

0.460 0.450

主　な　指　標　と　説　明

平成２９年度鹿島市決算状況

　企画財政課財政係

　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

怯一般会計決算の状況（構成）

市税（税金）
30億7,875万円
（21％）

人件費
（給料、報酬）
21億1,844万円
（15％） 物件費（事務費等）

15億7,739万円
（11％）

扶助費（福祉費）
36億992万円
（26％）

140億4,458万円143億6,792万円

補助金負担金等
12億9,579万円
（9％）

建設事業費
19億1,821万円
（14％）

公債費（返済金）
7億4,686万円
（5％） 繰出金（他会計）

20億3,300万円
（15％）

地方交付税（国交付金）
37億5,436万円
（26％）

地方譲与税等
7億169万円
（5％）

国県支出金
35億7,650万円
（25％）

負担金、使用料等
6億5,660万円
（5％）

繰入繰越金
9億2,871万円
（6％）

市債（借入金）
9億7,185万円
（7％）

その他
6億9,946万円
（5％）

その他
7億4,497万円
（5％）

　鹿島市一般会計では、国保財政支援対策繰出金などの財源

として、財政調整基金（積立金）を 6,155 万円取り崩し、小・

中学校の整備や市道改修など公共施設の維持・管理費の財源

として公共施設建設基金（積立金）を 1 億 8,536 万円取り崩

しました。

　平成 29 年度末の市債（借入金）残高については、小・中

学校の改修などの大型事業実施に伴い、前年度比３％増の

108 億円となっていますが、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 60 億円となっ

ています。平成 29 年度の歳入全体としては、新世紀センター

の完成をはじめ、防災情報伝達システム整備や農林水産の補

助事業が完了したことなどにより、市債（借入金）や県補助

金が減少し、前年比 7.4％の減となりました。

　主要財源である税収について、徴収率は昨年度と変わりま

せんが、収入額は３カ年連続増加しており、平成 29 年度は

前年比 2.5％の増となりました。しかしながら、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なか、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。

怯財政の現状と今後の展望

平成２９年度は、次の１２事業に活用しました 　企画財政課企画係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

ふるさと食育事業ふるさと食育事業

図書購入図書購入

産業振興 酒蔵ツーリズム推進事業 １００千円

項　目 事業・内容 実績額（千円）

福祉保健医療の充実 放課後児童クラブ施設整備事業 ３,４００千円

都市基盤整備 公園施設管理事業 ４００千円

自然環境保全 有明海環境保全事業 １,３００千円

安全安心のまちづくり 避難看板設置 １００千円

一人ひとりを伸ばす教育推進事業 ３５０千円

ふるさと食育事業 ５０千円

青少年共同宿泊体験事業 １６３千円

図書購入 ６００千円

スポーツライフ運営事業 ２００千円

教育文化の向上

文化財保護 文化財保護事業 １,０００千円

協働のまちづくり イベント調整協議会負担金 ３００千円

合計 ７,９６３千円

ふるさと納税寄附金の活用ふるさと納税寄附金の活用 　全国の皆さんからお寄せいただいたふるさと納税寄附金は、
　寄附者の意向に沿った事業に活用しています。

怯平成２９年度の主な目的別内訳（決算額、構成比）

議会・総務・消防
24 億 2,077 万円　17％

福祉・衛生
65 億 390 万円　46％

農林水産業の振興
11 億 9,849 万円　9％

商工観光・雇用対策
4 億 6,216 万円　3％

土木・建設・災害復旧
11 億 8,887 万円　9％

学校教育・生涯学習
15 億 2,354 万円　11％



９８ Ｈ30（2018）.11.1　広報かしま 広報かしま　Ｈ30（2018）.11.1

『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』に基づき、『健全化判断比率』と『資金不足比率』を公表します。

　鹿島市の平成２９年度決算では、どの指標も早期健全化基準を下回り、おおむね良好といえます。

　なお、平成２９年度決算の詳細については６～７ページをご覧ください。

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

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

谷田工場団地造成・分譲
事 業 特 別 会 計

公共下水道事業特別会計

水 道 事 業 会 計

会　計　名
平成２９年度決算
資 金 不 足 比 率

（赤字でないため算定されない）

【資金不足比率】

　公営企業会計の資金不足額を、事業の規模

で割ったもの。資金不足額とは流動資産や土

地の売却見込額などを考慮した赤字額で、事

業の規模とは営業収益を基礎として算出した

もの。赤字の場合は正の数で表示され、赤字

でない場合は算定されません。

平成２９年度決算での

　健全化判断比率・資金不足比率を公表します
平成２９年度決算での

　健全化判断比率・資金不足比率を公表します

　企画財政課財政係

　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

平成３０年度　上半期予算執行状況平成３０年度　上半期予算執行状況

平成３０年度上半期予算執行状況平成２９年度健全化判断・資金不足比率

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。

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１４９億２,７９７万円）

10 20 30 40 50（億円）010 20 30 40（億円）0

凡例 凡例

怯特別会計

7,440 万円 （4.3％）

収入済額（収入率）

17 億 3,436 万円

予算額

公共下水道事業

会　計　名

3 億 6,831 万円 （21.2％）

支払済額（執行率）

2,597 万円 （2278％）114 万円谷田工場団地造成・分譲事業 13 万円 （11.4％）

13 億 7,520 万円 （34.6％）39 億 7,614 万円国民健康保険 13 億 2,456 万円 （33.3％）

1 億 1,740 万円 （28.3％）4 億 1,461 万円後期高齢者医療 9,948 万円 （24.0％）

15 億 9,297 万円 （26.0％）61 億 2,625 万円計 17 億 9,248 万円 （29.3％）

怯企業会計（水道）

収益的

区　分

2 億 4,652 万円

予算額

収入

支出 8,374 万円

資本的
14 万円収入

支出 5,347 万円

怯平成３０年度の主な事業
　①道の駅鹿島整備事業

　②市営中村住宅建設事業

　③新市民会館（仮称）建設事業

　　　　　　　　（実施設計業務）

　④辺地対策事業

　⑤緊急農業振興プロジェクト事業

　⑥肥前浜宿街なみ環境整備事業

　⑦囲碁サミット 2018 in 鹿島

　⑧明治維新 150 年記念事業

①道の駅鹿島整備事業
干潟交流館（完成予想図）
①道の駅鹿島整備事業
干潟交流館（完成予想図）

　　　　　企画財政課財政係

　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

怯健全化判断比率の公表

実 質 赤 字 比 率

　普通会計（鹿島市では一般会計のみ）での

赤字額を、標準的な収入である標準財政規模

の額で割ったもの。なお、赤字の場合は正の

数、黒字の場合は負の数で表示されます。

連結実質赤字比率（△14.21％）

　普通会計だけでなく国民健康保険などの特

別会計や水道事業などの公営企業会計の実質

的な赤字額を標準財政規模の額で割ったもの。

　公営企業では赤字の額として資金不足額を

用います。

実質公債費比率

　普通会計の公債費と公営企業会計や一部事

務組合の公債費に対する普通会計の負担金の

合計額を標準財政規模の額で割ったもの。

 18％以上で地方債の発行に際し、県知事の

許可が必要な許可団体となります。

将 来 負 担 比 率

　普通会計、特別会計、公営企業会計、一部

事務組合、第３セクター等の将来の負担すべ

き実質的な負債の合計額を標準財政規模の額

で割ったもの。起債残高や退職手当、債務負

担などが実質的な将来負担の要素となります。

（△3.37％）
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　鹿島市の平成２９年度決算では、どの指標も早期健全化基準を下回り、おおむね良好といえます。
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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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図３ 年間１人当たり医療費
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　保険給付費（医療費等）は、対前年度比６.０％（約１億６,９００万円）の減となりました（図２）。１人当たり

の医療費は、４２３,７３９円で、前年度比０.３％の減となりました（図３）。佐賀県平均（４３９,０１８円）より

低いものの、全国平均（３５９,５５２円）と比べると、約６０,０００円高くなっています。

興みんなで支えあう国保興
　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２９年度の国保税収納率（現年課税分）は、９４ .８９％と

前年度を０.３４ポイント下回りました。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。

　平成２９年度国民健康保険の歳入額は４５億６,９４４万円、歳出額は４５億２,２５４万円で、４,６９０万円の

黒字となりました。また、平成２９年度は、累積赤字解消のために一般会計から１億２,８０２万円を繰り入れま

した。なお、国民健康保険は、平成３０年度から、これまでの市町単位の運営から、佐賀県が主体となって財政運

営を担っています。今後も佐賀県、県内市町と連携して、広域的な事業と健全な財政運営に取り組みます。

国民健康保険税
8億2,391万円
（18％）

保険給付費
26億2,633万円
（58％）

45億2,254万円45億6,944万円

介護納付金
1億5,272万円
（3％）

後期高齢者
支援金

3億9,087万円
（9％）

共同事業拠出金
10億3,571万円
（23％）

国県支出金
11億8,943万円
（26％）

療養給付費交付金
4,804万円
（1％）

前期高齢者交付金
9億9,649万円
（22％）

共同事業
交付金

10億4,479万円
（23％）

その他（繰入金等）
4億6,678万円
（10％）

その他
2億9,102万円
（6％）

保健事業費
2,589万円
（1％）

図１ 国民健康保険特別会計決算の状況

国民健康保険税・・・国保加入者が納付した税金

国県支出金・・・・・国・県からの交付金・補助金

療養給付費交付金・・退職被保険者等医療費に対する交付金

前期高齢者交付金・・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

共同事業交付金・・・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

歳

　入

保険給付費・・・・・保険で給付した医療費など

後期高齢者支援金・・後期高齢者の医療費に対する支援金

介護納付金・・・・・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

共同事業拠出金・・・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

保健事業費・・・・・国保加入者の健康増進のための事業費

歳

　出

　歳入の主なものは、国県支出金

（１１億８ ,９４３万円）、共同事

業交付金（１０億４,４７９万円）、

次いで前期高齢者交付金（９億

９,６４９万円）となっています。

　歳出では、保険給付費が２６億

２ ,６３３万円と全体の約６割を

占めています。

怯国民健康保険特別会計決算の状況（構成）

平成２９年度　国民健康保険特別会計の決算状況
採 用 情 報

　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０詳しくは

職員採用・募集情報

申込書等の請求　下記のいずれかの方法で入手できます

①市役所３階総務課で交付します。

②申込書類の郵送による請求は、封筒の表面には『任
　期付職員（干潟交流館勤務）採用試験申込書請求』と
　朱書きし、裏面には『請求された人の住所、氏名』を
　記入の上、必ず 120 円（返信を速達で希望する場合
　は 400 円）切手を貼り、宛先および郵便番号を明記
　した返信用封筒（角形２号：Ａ４サイズ用紙が入る
　大きさ）を同封して、右記の申込先へ請　求してく
　ださい。

③市ホームページからダウンロードできます。

受付期間　11 月１日（木）～ 11月 22 日（木）

　　　　　８時30分～17時15分（土・日・祝日除く）

※郵送の場合は、11月 22日までに送付してください。（当日消印有効）

第１次試験　書類選考

第２次試験　作文および面接

　と　　き　平成 31 年１月中旬（予定）

※第２次試験は、第１次試験合格者に案内を通知します。

〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３番地１

鹿島市役所総務課職員係　緯０９５４（６３）２１１３

申込・問合せ先

試　験 受　検　資　格

潤昭和38年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた人
潤有明海の生物等に関して、知識・経験・興味があり、その
知識等を干潟交流館の管理運営等に生かせる人
潤住所要件はありません

区　分

任期付
【常勤】

・書類選考
・作文
・面接

採用予定

若干名

職務内容

水族館管理など
の専門的な業務
および一般行政
の業務に従事

任用期間

２年１カ月

　一般職の任期付職員制度は、任期を区切って、地方公務員法の適用を受ける職員を採用する制度のことです。

　今回、平成３１年３月１日から任用する任期付の常勤職員を次のとおり募集します。

鹿島市任期付職員を募集します
【鹿島市干潟交流館勤務】

申込方法　ホームページからダウンロードまたは申

　　　　　込先に備え付けの登録申請書に必要事項

　　　　　を記入のうえ、提出してくだいさい。

受付期間　11 月１日（木）～ 11月 19 日（月）

※郵送の場合は、11 月 19 日までに送付してください。

試験日時　11 月 21 日（水）市民交流プラザかたらい３階

　〒８４９－１３１１　鹿島市大字高津原４３２６番地１

　市民交流プラザかたらい管理室　緯０９５４（６３）３０３０

申込・問合せ先

日日雇用職員を募集します
【市民交流プラザかたらい勤務】

勤務時間・形態

昼（平日）９時 30分～ 17時
昼（土・日・祝日）８時 30分～ 17時
夜（平日・土・日・祝日）17時～ 22時

区　分

日日雇用

賃金

1,081円／時

職務内容

受付事務、施設管理、
一般・経理事務など

（昼・夜間ローテーション勤務）

雇用期間

平成30年12月１日
～平成31年３月31日

採用予定

１人

　暮らしやビジネスに役立ち、郷土の情報満載の平成３１年版『さが県民手帳』

を１１月上旬から販売します。

　カラーは、『黒／白（アイボリー）』の各サイズ２色あります。

価　　格　大型　７００円（15.4×8.8cm）　　小型　５５０円（11.8×7.0cm）

販　売　所　潤市役所３階企画財政課　潤積文館書店（西牟田）

　　　　　潤鹿島書房（新町）　潤県内セブンイレブン各店

一冊いかがですか『さが県民手帳』一冊いかがですか『さが県民手帳』

　企画財政課秘書広報係

　緯０９５４（６３）２１１４

詳しくは
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図２ 保険給付費（医療費等）の推移
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図３ 年間１人当たり医療費
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　保険給付費（医療費等）は、対前年度比６.０％（約１億６,９００万円）の減となりました（図２）。１人当たり

の医療費は、４２３,７３９円で、前年度比０.３％の減となりました（図３）。佐賀県平均（４３９,０１８円）より

低いものの、全国平均（３５９,５５２円）と比べると、約６０,０００円高くなっています。

興みんなで支えあう国保興
　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２９年度の国保税収納率（現年課税分）は、９４ .８９％と

前年度を０.３４ポイント下回りました。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。

　平成２９年度国民健康保険の歳入額は４５億６,９４４万円、歳出額は４５億２,２５４万円で、４,６９０万円の

黒字となりました。また、平成２９年度は、累積赤字解消のために一般会計から１億２,８０２万円を繰り入れま

した。なお、国民健康保険は、平成３０年度から、これまでの市町単位の運営から、佐賀県が主体となって財政運

営を担っています。今後も佐賀県、県内市町と連携して、広域的な事業と健全な財政運営に取り組みます。

国民健康保険税
8億2,391万円
（18％）

保険給付費
26億2,633万円
（58％）

45億2,254万円45億6,944万円

介護納付金
1億5,272万円
（3％）

後期高齢者
支援金

3億9,087万円
（9％）

共同事業拠出金
10億3,571万円
（23％）

国県支出金
11億8,943万円
（26％）

療養給付費交付金
4,804万円
（1％）

前期高齢者交付金
9億9,649万円
（22％）

共同事業
交付金

10億4,479万円
（23％）

その他（繰入金等）
4億6,678万円
（10％）

その他
2億9,102万円
（6％）

保健事業費
2,589万円
（1％）

図１ 国民健康保険特別会計決算の状況

国民健康保険税・・・国保加入者が納付した税金

国県支出金・・・・・国・県からの交付金・補助金

療養給付費交付金・・退職被保険者等医療費に対する交付金

前期高齢者交付金・・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

共同事業交付金・・・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

歳

　入

保険給付費・・・・・保険で給付した医療費など

後期高齢者支援金・・後期高齢者の医療費に対する支援金

介護納付金・・・・・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

共同事業拠出金・・・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

保健事業費・・・・・国保加入者の健康増進のための事業費

歳

　出

　歳入の主なものは、国県支出金

（１１億８ ,９４３万円）、共同事

業交付金（１０億４,４７９万円）、

次いで前期高齢者交付金（９億

９,６４９万円）となっています。

　歳出では、保険給付費が２６億

２ ,６３３万円と全体の約６割を

占めています。

怯国民健康保険特別会計決算の状況（構成）

平成２９年度　国民健康保険特別会計の決算状況
採 用 情 報

　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０詳しくは

職員採用・募集情報

申込書等の請求　下記のいずれかの方法で入手できます

①市役所３階総務課で交付します。

②申込書類の郵送による請求は、封筒の表面には『任
　期付職員（干潟交流館勤務）採用試験申込書請求』と
　朱書きし、裏面には『請求された人の住所、氏名』を
　記入の上、必ず 120 円（返信を速達で希望する場合
　は 400 円）切手を貼り、宛先および郵便番号を明記
　した返信用封筒（角形２号：Ａ４サイズ用紙が入る
　大きさ）を同封して、右記の申込先へ請　求してく
　ださい。

③市ホームページからダウンロードできます。

受付期間　11 月１日（木）～ 11月 22 日（木）

　　　　　８時30分～17時15分（土・日・祝日除く）

※郵送の場合は、11月 22日までに送付してください。（当日消印有効）

第１次試験　書類選考

第２次試験　作文および面接

　と　　き　平成 31 年１月中旬（予定）

※第２次試験は、第１次試験合格者に案内を通知します。

〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３番地１

鹿島市役所総務課職員係　緯０９５４（６３）２１１３

申込・問合せ先

試　験 受　検　資　格

潤昭和38年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた人
潤有明海の生物等に関して、知識・経験・興味があり、その
知識等を干潟交流館の管理運営等に生かせる人
潤住所要件はありません

区　分

任期付
【常勤】

・書類選考
・作文
・面接

採用予定

若干名

職務内容

水族館管理など
の専門的な業務
および一般行政
の業務に従事

任用期間

２年１カ月

　一般職の任期付職員制度は、任期を区切って、地方公務員法の適用を受ける職員を採用する制度のことです。

　今回、平成３１年３月１日から任用する任期付の常勤職員を次のとおり募集します。

鹿島市任期付職員を募集します
【鹿島市干潟交流館勤務】

申込方法　ホームページからダウンロードまたは申

　　　　　込先に備え付けの登録申請書に必要事項

　　　　　を記入のうえ、提出してくだいさい。

受付期間　11 月１日（木）～ 11月 19 日（月）

※郵送の場合は、11 月 19 日までに送付してください。

試験日時　11 月 21 日（水）市民交流プラザかたらい３階

　〒８４９－１３１１　鹿島市大字高津原４３２６番地１

　市民交流プラザかたらい管理室　緯０９５４（６３）３０３０

申込・問合せ先

日日雇用職員を募集します
【市民交流プラザかたらい勤務】

勤務時間・形態

昼（平日）９時 30分～ 17時
昼（土・日・祝日）８時 30分～ 17時
夜（平日・土・日・祝日）17時～ 22時

区　分

日日雇用

賃金

1,081円／時

職務内容

受付事務、施設管理、
一般・経理事務など

（昼・夜間ローテーション勤務）

雇用期間

平成30年12月１日
～平成31年３月31日

採用予定

１人

　暮らしやビジネスに役立ち、郷土の情報満載の平成３１年版『さが県民手帳』

を１１月上旬から販売します。

　カラーは、『黒／白（アイボリー）』の各サイズ２色あります。

価　　格　大型　７００円（15.4×8.8cm）　　小型　５５０円（11.8×7.0cm）

販　売　所　潤市役所３階企画財政課　潤積文館書店（西牟田）

　　　　　潤鹿島書房（新町）　潤県内セブンイレブン各店

一冊いかがですか『さが県民手帳』一冊いかがですか『さが県民手帳』

　企画財政課秘書広報係

　緯０９５４（６３）２１１４

詳しくは
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情報掲示板ワイド情報掲示板ワイド

　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）で運営しています。

　平成３１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。

お
知
ら
せ

平成３１年度　放課後児童クラブ入部案内

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

※保護者の就労状況などにより入部できない場合があります

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　印鑑・児童の保険証を持参して福祉課に申し込み

申込期間　11 月１日（木）～ 22 日（木）

そ　の　他　定員を超えた場合、下記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。

　　　　　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

わんぱくクラブ　リス組 鹿 島 小 内 40 人

わんぱくクラブ　パンダ組 鹿 島 小 内 40 人

わんぱくクラブ　キリン組 鹿 島 小 内 25 人

げ ん き ク ラ ブ 明 倫 小 内 40 人

ほ が ら か ク ラ ブＡ 明 倫 小 内 35 人

ほ が ら か ク ラ ブＢ 明 倫 小 内 35 人

す ぎ の 子 ク ラ ブ 能古見小内 39 人

ひ ま わ り ク ラ ブＡ 古 枝 小 内 35 人

ひ ま わ り ク ラ ブＢ 古 枝 小 内 35 人

光 の 子 ク ラ ブＡ 浜 小 内 21 人

光 の 子 ク ラ ブＢ 浜 小 内 39 人

か が や き ク ラ ブＡ 旧農村婦人の家 42 人

か が や き ク ラ ブＢ 旧農村婦人の家 10 人

ゆ め っ 子 ク ラ ブ 七 浦 小 内 39 人

星 の 子 ク ラ ブ 音成分校内 15 人

※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　閣　七浦小

ク　ラ　ブ　名 と　こ　ろ 定員

　福祉課社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

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

お
知
ら
せ

１１月は児童虐待防止月間です

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

　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

　平成２３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）

お
知
ら
せ

　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

取替日程　潤偶数月に水道料請求の人：10 月中

　　　　　潤奇数月に水道料請求の人：11 月中

対　　象　検針時にお渡ししている『使用水量等のお知ら

　　　　　せ』のメーター番号が『２３』から始まる人

　　　　　《例》２３－１２３、２３－１２３４など

※水道を中止している人は、平成２３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。

　市が行う入札（見積）に参加するためには、入札参加資格者名簿への登録が必要です。２０１９・２０２０年度

の登録を希望する事業所は、受付期間内に申請を行ってください。

お
知
ら
せ

『２０１９・２０２０年度』鹿島市競争入札（見積）
参加資格審査申請受付を始めます

集中受付期間　１１月６日（火）～１２月２１日（金）
有効期限　集中受付期間に提出した事業所・・・・2019 年４月１日～ 2021 年３月 31日

　　　　　集中受付期間以降に提出した事業所・・登録日～ 2021 年３月 31 日

※平成29・30年度登録の有効期限は2019年（平成31年）３月31日です。また、集中受付期間以降に申請した場合、

　新年度当初の入札（見積）に参加できない場合があるため、期間内の申請をお願いします。

申請区分　煙建設工事　煙測量・設計等　煙物品購入・役務の提供等

申請方法　持参または郵送　12 月 21 日（金）必着

〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３番地１

鹿島市役所　企画財政課入札契約係　緯０９５４（６３）２１０１

申請・問合せ先

《詳しくは市ホームページをご覧ください》

申請についての留意点

　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。

　医療機関や薬局で１カ月に支払った医療費が上限額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されま

すが、平成２９年８月に７０歳以上の上限額が見直されたことに伴い、一般区分　については７月３１日を基準日

として、１年間（８月～翌年７月）の外来の自己負担額に１４万４千円の上限額が設けられ、その上限額を超えた

額が高額療養費（外来年間合算）として支給されます。

※一般区分とは、本人または同一世帯内に住民税が課税されている被保険者で、医療費の一部負担金の割合が１割または２割の人です。

お
知
ら
せ

高額療養費（外来年間合算）のお知らせ

※

支給要件

　平成２９年８月から平成３０年７月末までに被保

険者が医療機関や薬局で支払った外来の医療費の自

己負担額から月間の高額療養費を除いた額のうち、

１４万４千円を超えた額を支給します。
平成 29 年８月から平成 30年７月末までの間に
煙転入または転出した人　煙医療保険を変更した人
煙医療保険を喪失した人（死亡や生活保護受給など）
　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 30 年７月 31日時点で鹿島市国保

　または後期高齢者医療の人

　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

※以外の人は、それぞれの医療保険へお尋ねください。
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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）で運営しています。

　平成３１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。

お
知
ら
せ

平成３１年度　放課後児童クラブ入部案内

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

※保護者の就労状況などにより入部できない場合があります

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　印鑑・児童の保険証を持参して福祉課に申し込み

申込期間　11 月１日（木）～ 22 日（木）

そ　の　他　定員を超えた場合、下記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。

　　　　　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

わんぱくクラブ　リス組 鹿 島 小 内 40 人

わんぱくクラブ　パンダ組 鹿 島 小 内 40 人

わんぱくクラブ　キリン組 鹿 島 小 内 25 人

げ ん き ク ラ ブ 明 倫 小 内 40 人

ほ が ら か ク ラ ブＡ 明 倫 小 内 35 人

ほ が ら か ク ラ ブＢ 明 倫 小 内 35 人

す ぎ の 子 ク ラ ブ 能古見小内 39 人

ひ ま わ り ク ラ ブＡ 古 枝 小 内 35 人

ひ ま わ り ク ラ ブＢ 古 枝 小 内 35 人

光 の 子 ク ラ ブＡ 浜 小 内 21 人

光 の 子 ク ラ ブＢ 浜 小 内 39 人

か が や き ク ラ ブＡ 旧農村婦人の家 42 人

か が や き ク ラ ブＢ 旧農村婦人の家 10 人

ゆ め っ 子 ク ラ ブ 七 浦 小 内 39 人

星 の 子 ク ラ ブ 音成分校内 15 人

※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　閣　七浦小

ク　ラ　ブ　名 と　こ　ろ 定員

　福祉課社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

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

お
知
ら
せ

１１月は児童虐待防止月間です

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

　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

　平成２３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）

お
知
ら
せ

　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

取替日程　潤偶数月に水道料請求の人：10 月中

　　　　　潤奇数月に水道料請求の人：11 月中

対　　象　検針時にお渡ししている『使用水量等のお知ら

　　　　　せ』のメーター番号が『２３』から始まる人

　　　　　《例》２３－１２３、２３－１２３４など

※水道を中止している人は、平成２３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。

　市が行う入札（見積）に参加するためには、入札参加資格者名簿への登録が必要です。２０１９・２０２０年度

の登録を希望する事業所は、受付期間内に申請を行ってください。

お
知
ら
せ

『２０１９・２０２０年度』鹿島市競争入札（見積）
参加資格審査申請受付を始めます

集中受付期間　１１月６日（火）～１２月２１日（金）
有効期限　集中受付期間に提出した事業所・・・・2019 年４月１日～ 2021 年３月 31日

　　　　　集中受付期間以降に提出した事業所・・登録日～ 2021 年３月 31 日

※平成29・30年度登録の有効期限は2019年（平成31年）３月31日です。また、集中受付期間以降に申請した場合、

　新年度当初の入札（見積）に参加できない場合があるため、期間内の申請をお願いします。

申請区分　煙建設工事　煙測量・設計等　煙物品購入・役務の提供等

申請方法　持参または郵送　12 月 21 日（金）必着

〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３番地１

鹿島市役所　企画財政課入札契約係　緯０９５４（６３）２１０１

申請・問合せ先

《詳しくは市ホームページをご覧ください》

申請についての留意点

　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。

　医療機関や薬局で１カ月に支払った医療費が上限額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されま

すが、平成２９年８月に７０歳以上の上限額が見直されたことに伴い、一般区分　については７月３１日を基準日

として、１年間（８月～翌年７月）の外来の自己負担額に１４万４千円の上限額が設けられ、その上限額を超えた

額が高額療養費（外来年間合算）として支給されます。

※一般区分とは、本人または同一世帯内に住民税が課税されている被保険者で、医療費の一部負担金の割合が１割または２割の人です。

お
知
ら
せ

高額療養費（外来年間合算）のお知らせ

※

支給要件

　平成２９年８月から平成３０年７月末までに被保

険者が医療機関や薬局で支払った外来の医療費の自

己負担額から月間の高額療養費を除いた額のうち、

１４万４千円を超えた額を支給します。
平成 29 年８月から平成 30年７月末までの間に
煙転入または転出した人　煙医療保険を変更した人
煙医療保険を喪失した人（死亡や生活保護受給など）
　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 30 年７月 31日時点で鹿島市国保

　または後期高齢者医療の人

　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

※以外の人は、それぞれの医療保険へお尋ねください。
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　豊かな老後を送るためには、健康寿命を延ばすことが重要です。そのためには、お口の状態を正常に保つことが

大切です。日ごろから正しい歯磨きで清潔にしておくことや健口体操でのリハビリ、また、かかりつけ歯科医院で

の口腔管理など、健康なお口で日常生活を過ごしましょう。

お
知
ら
せ

　けんこう　　　　　　　　けんこう

健口から健幸へ

　　　し

『歯あわせ健診』を行っています
　お口の状態を知って、健康寿命を延ばしましょう。

　対　象　者　今年度 76 歳になる人

　佐賀県後期高齢者医療広域連合

　緯０９５２（６４）８４７６

　佐賀県在宅歯科医療推進連携室

　緯０９５２（２５）２２９１

詳しくは

　　　　　　　　　　　　　そしゃく

唇や舌の機能、咀嚼能力が低下したら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えんげ

煙食べこぼしやむせなどの摂食・嚥下障害を起こし、

　身体面や精神面にさまざまな弊害を与えます。

煙栄養状態が低下し、免疫力・筋力・認知力が低下
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごえん

　したり、またむせにより、誤嚥性肺炎を誘発した

　りします。

　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。

お
知
ら
せ

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

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 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。

（再発行はできません）

　保険健康課国保係

　緯０９５４（６３）２１２０

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、まずは相談窓口へご連絡ください。

お
知
ら
せ

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～

　福祉課障がい福祉係

　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは

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

24 時間対応窓口　市障がい者虐待防止センター

緯０８０（６４５５）６７０９

　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。

お
知
ら
せ

～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

　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　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。

　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。

お
知
ら
せ

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

　都市建設課土木管理係　緯０９５４（６３）３４１５詳しくは

対象期間　12 月１日（土）～平成 31年２月 28 日（木）

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（木）～ 12日（月）

　　　　　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

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（火）８時 30 分～ 17時 15 分

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（水）10 時～ 11 時　※受付９時～

　協議会場　市民会館３階大会議室

　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。

お
知
ら
せ

平成３０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

　武雄年金事務所　緯０９５４（２３）０１２１詳しくは

※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。

怯平成 30 年１月１日～９月 30日までの間に納付実績のある人・・・・平成 30 年 11 月上旬

怯平成 30 年 10 月以降に今年初めて国民年金保険料を納付した人・・・平成 31 年２月上旬
送付時期

お
知
ら
せ

武雄税務署からのお知らせ

　武雄税務署総務課　緯０９５４（２３）２１２７詳しくは

恭税を考える週間
　１１月１１日（日）～１７日（土）
　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。

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。

　と　　き　11 月 15 日（木）　※②のみの参加可

　　①年末調整について 14 時～

　　②消費税軽減税率制度について 15 時 30 分～

　と　こ　ろ　有明スカイパークふれあい郷

　対象地区　鹿島市、白石町、太良町

　※今年度はエイブルでの説明会はありません

国税庁 検索
URL　http://www.nta.go.jp/index.htm
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　豊かな老後を送るためには、健康寿命を延ばすことが重要です。そのためには、お口の状態を正常に保つことが

大切です。日ごろから正しい歯磨きで清潔にしておくことや健口体操でのリハビリ、また、かかりつけ歯科医院で

の口腔管理など、健康なお口で日常生活を過ごしましょう。

お
知
ら
せ

　けんこう　　　　　　　　けんこう

健口から健幸へ

　　　し

『歯あわせ健診』を行っています
　お口の状態を知って、健康寿命を延ばしましょう。

　対　象　者　今年度 76 歳になる人

　佐賀県後期高齢者医療広域連合

　緯０９５２（６４）８４７６

　佐賀県在宅歯科医療推進連携室

　緯０９５２（２５）２２９１

詳しくは

　　　　　　　　　　　　　そしゃく

唇や舌の機能、咀嚼能力が低下したら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えんげ

煙食べこぼしやむせなどの摂食・嚥下障害を起こし、

　身体面や精神面にさまざまな弊害を与えます。

煙栄養状態が低下し、免疫力・筋力・認知力が低下
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごえん

　したり、またむせにより、誤嚥性肺炎を誘発した

　りします。

　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。

お
知
ら
せ

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

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 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。

（再発行はできません）

　保険健康課国保係

　緯０９５４（６３）２１２０

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、まずは相談窓口へご連絡ください。

お
知
ら
せ

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～

　福祉課障がい福祉係

　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは

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

24 時間対応窓口　市障がい者虐待防止センター

緯０８０（６４５５）６７０９

　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。

お
知
ら
せ

～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

　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　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。

　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。

お
知
ら
せ

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

　都市建設課土木管理係　緯０９５４（６３）３４１５詳しくは

対象期間　12 月１日（土）～平成 31年２月 28 日（木）

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（木）～ 12日（月）

　　　　　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

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（火）８時 30 分～ 17時 15 分

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（水）10 時～ 11 時　※受付９時～

　協議会場　市民会館３階大会議室

　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。

お
知
ら
せ

平成３０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

　武雄年金事務所　緯０９５４（２３）０１２１詳しくは

※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。

怯平成 30 年１月１日～９月 30日までの間に納付実績のある人・・・・平成 30 年 11 月上旬

怯平成 30 年 10 月以降に今年初めて国民年金保険料を納付した人・・・平成 31 年２月上旬
送付時期

お
知
ら
せ

武雄税務署からのお知らせ

　武雄税務署総務課　緯０９５４（２３）２１２７詳しくは

恭税を考える週間
　１１月１１日（日）～１７日（土）
　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。

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。

　と　　き　11 月 15 日（木）　※②のみの参加可

　　①年末調整について 14 時～

　　②消費税軽減税率制度について 15 時 30 分～

　と　こ　ろ　有明スカイパークふれあい郷

　対象地区　鹿島市、白石町、太良町

　※今年度はエイブルでの説明会はありません

国税庁 検索
URL　http://www.nta.go.jp/index.htm
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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

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

日 在宅当番医 所在地
田中医院　　　　　緯０９５４（４３）２１１１
村山小児科　　　　緯０９５４（６３）１１５８
太田医院　　　　　緯０９５４（４３）１１４８
織田病院　　　　　緯０９５４（６３）３２７５

13日
6日

20日
27日

嬉野市
鹿島市
嬉野市
鹿島市

※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

怯子どもの健診

４か月児健診
（平成30年7月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成29年4月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成27年4月生まれ）

21 日（水）

22 日（木）

8 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）

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 7・14・21・28 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 15 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 9 月生まれ

赤ちゃん相談 14 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） 6 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） 27 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・個別相談
対　象　8・10 か月児の保護者

成人健康相談 7 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 22 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
対　象　平成 28 年 11 月生まれ（希望者のみ）

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

く ら し
の カレンダーカレンダー11月

November

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

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

怯ひろばの集い

12 日（月）　栢要予約
　　　　　　　　　　　　　　　ね　
　『かたり音しましょう！！
　　　　　　　　　　ママと一緒に♪』

26 日（月）　栢予約・利用料不要

　『年賀状に使える
　　　　　　　　　　寝相アート day』

（共通）

時　間　11 時～ 11 時 45 分

場　所　子育て支援センター

対　象　５か月～就学前児と保護者

※詳しくは facebook をご覧ください

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

3 日（祝）
4 日（日）

10 日（土）
11 日（日）
17 日（土）
18 日（日）
23 日（祝）
24 日（土）
25 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
大隈設備工業　　　　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０９０（８４０５）６２９８
宮園電工　　　　　　緯（６３）３１５１

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16ページをご覧ください

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/

日 在宅当番医 当番薬局
志田病院　緯（６３）１２３６3 日（祝） 溝上薬局北鹿島店
別府整形外科　緯（６３）３０６３4 日（日） 溝上薬局西牟田店
納富病院　緯（６３）１１１７11 日（日） アルナ薬局鹿島店
中村医院　緯（６３）９２３４18 日（日） 西牟田薬局
犬塚病院　緯（６３）２５３８23 日（祝） アルバ薬局
西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０25 日（日） 前山薬局

平成３０年９月３０日現在

鹿島市
－

－ 9 人能古見

－浜

－北鹿島

－

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

29,401

13,849

3,496

3,042

2,819

3,401

2,794

13,849

15,552

10,767

5,415

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

7 人 5 世帯

25 人 6 世帯

1,163 世帯 1 世帯

1,024 世帯

1,202 世帯

1,027 世帯

936 世帯

12 人

1 人

6 人

4 人

4 人

3 人

1 世帯

3 世帯

－ 2 世帯

0 世帯

－

－ －

市役所
保健センター

3・23 日（祝）、
4・11・18・25 日（日）、
10・17・24 日（土）

25 日（日）

3・23 日（祝）、25 日（日）、
6・13・20・27 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

6・13・20・27 日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

4 日（日）、24 日（土）、
5・12・19・26 日（月）

産業活性化施設
（海道しるべ）

5・12・19・26 日（月）、
29 日（木）

5・12・19・26 日（月）

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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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

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

日 在宅当番医 所在地
田中医院　　　　　緯０９５４（４３）２１１１
村山小児科　　　　緯０９５４（６３）１１５８
太田医院　　　　　緯０９５４（４３）１１４８
織田病院　　　　　緯０９５４（６３）３２７５

13日
6日

20日
27日

嬉野市
鹿島市
嬉野市
鹿島市

※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

怯子どもの健診

４か月児健診
（平成30年7月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成29年4月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成27年4月生まれ）

21 日（水）

22 日（木）

8 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）

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 7・14・21・28 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 15 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 9 月生まれ

赤ちゃん相談 14 日（水） 13時30分～14時30分
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離乳食教室（後期） 27 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・個別相談
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冷蔵庫や
壁に貼ってね！

く ら し
の カレンダーカレンダー11月

November
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3 日（祝）
4 日（日）

10 日（土）
11 日（日）
17 日（土）
18 日（日）
23 日（祝）
24 日（土）
25 日（日）

家永設備　　　　　　緯（６２）７１２９
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市役所
保健センター

3・23 日（祝）、
4・11・18・25 日（日）、
10・17・24 日（土）

25 日（日）

3・23 日（祝）、25 日（日）、
6・13・20・27 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

6・13・20・27 日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

4 日（日）、24 日（土）、
5・12・19・26 日（月）

産業活性化施設
（海道しるべ）

5・12・19・26 日（月）、
29 日（木）

5・12・19・26 日（月）

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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　認知症について、基本的な知識や対応の方法など、分かり

やすく説明します。皆さんも認知症の人やその家族を温かく

見守り応援する“認知症サポーター”になりませんか。

お
知
ら
せ

　地域包括支援センター　緯０９５４（６３）２１６０詳しくは

認知症サポーター養成講座

と　　き　11 月 28 日（水）19時～ 20 時 30 分

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階多目的室

参　加　費　無料

　コスメづくりを体験しつつ、コスメ関連の創業について、学んでみませんか。コスメ業界を知り、創業者の体験

談から創業のリアルを感じてください。

お
知
ら
せ

　と　　き　11 月 30 日（金）19 時～ 21 時

　と　こ　ろ　エイブル３階研修室

　定　　員　30 人

　参　加　費　無料

コスメ創業セミナー

ジャパン・コスメティックセンター

緯０９５５（５３）８７００

申込・問合せ先 産業支援課

緯０９５４（６３）３４１１

煙香り付き化粧水づくり体験　※持ち帰り可

煙創業者体験談（株式会社バーズ・プランニング）

煙コスメ業界紹介

セミナー

内　容

　市では、６５歳にな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２７回『６５歳　盛年の集い』を開催します。

と　　き　12 月９日（日）13時 30 分～

と　こ　ろ　エイブルホール

内　　容　式典、記念講演、アトラクション

対　象　者　昭和 28 年４月２日から昭和 29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

　煙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）

　煙過去に市内に居住していた人　煙その他出席を希望する人

お
知
ら
せ

『６５歳 　盛年の集い』を開催します

　生涯学習課社会教育・文化係

　緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは

旧乗田家住宅ワークショップ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と　　　　そ

お屠蘇づくり体験教室
　肥前浜宿にある市の重要文化財の旧乗田家住宅で、

お正月の必需品『お屠蘇づくり教室』を開催します。

　中冨記念くすり博物館から講師をお招きし、複数

の生薬を昔ながらの薬研ですりつぶしてつくる、一

味違ったお屠蘇づくりの体験教室です。

と　　き　12 月 20 日（木）13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　旧乗田家住宅

定　　員　先着 20 人

参　加　費　700 円（材料代実費）

申込受付　11 月１日（木）９時～

鹿島市歴史まちづくり講座
　鹿島の歴史を活かしたまちづくりについて考える

講座を開催します。資料準備のため、参加を希望す

る人は事前にご連絡ください。

と　　き　11 月 27 日（火）19時～ 20 時 30 分

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

申込期限　11 月 22 日（木）

　都市建設課都市計画係

　緯０９５４（６３）３４１５

申込・問合せ先

お
知
ら
せ

講座・体験教室のお知らせ

　歴史まちづくり講座とお屠蘇づくり体験教室を

開催します。参加を希望する人は、都市建設課ま

でお申込みください。

　有明海が一望できる絶好のロケーションで秋の風物詩『かかし』を展示します。お気に入りのかかしに投票して

いただいた人には、抽選で賞品をプレゼントします。民宿みんなの家ではランチの提供もしていますので、ぜひ家

族揃ってお越しください。

お
知
ら
せ

　鹿島の原風景活用事業実行委員会（農家民宿みんなの家）　緯０９５４（６２）８４４４詳しくは

かかし祭り i n鹿島

　と　　き　11 月４日（日）10時～ 14 時

　と　こ　ろ　農家民宿みんなの家付近（七浦）

内　　容　煙かかし展示　煙みかん狩り（700 円　土産付き）

　　　　　煙芋ほり（500 円）　煙五右衛門風呂体験（無料）

かかしは現在展示中です　11 月４日（日）まで　※見学自由

　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。

お
知
ら
せ

　佐賀地方法務局人権擁護課　緯０９５２（２６）２１９５詳しくは

全国一斉『女性の人権ホットライン』強化週間

と　　き　11 月 12 日（月）～ 18 日（日）

　　　　　焔月～金　８時 30 分～ 19 時　焔土・日　10 時～ 17 時

※強化月間以外でも月～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

　図書館100周年と鹿島市明治維新150年記念鍋島直彬顕

彰事業の一環で、日本文学者のロバート　キャンベルさん

の講演会を開催します。

　市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

と　　き　12 月１日（土）13時～

と　こ　ろ　エイブルホール

参　加　費　無料　※整理券を配布します

申　　込　11 月１日（木）９時 30 分～

栢電話・図書館カウンター・エイブル事務局で受付

お
知
ら
せ

図書館１００周年・鹿島市明治維新１５０年記念

ロバート 　キャンベルさん講演会
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ら
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　図書館100周年と鹿島市明治維新150年記念鍋島直彬顕
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お
知
ら
せ

図書館１００周年・鹿島市明治維新１５０年記念

ロバート 　キャンベルさん講演会
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温暖化対策・人権の輪

今すぐやろう温暖化対策

ＣＯＯＬ　ＣＨＯＩＣＥ（クールチョイス）で
　　　　　　　　　　温暖化対策！
ＣＯＯＬ　ＣＨＯＩＣＥ（クールチョイス）で
　　　　　　　　　　温暖化対策！　クールチョイスとは、省エネ家電や住宅など、快適でいてしか

も地球に優しい低炭素ライフを賢く選択して、地球温暖化対策を

推進する国民運動です。皆さんで賢い選択をしましょう。
　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

興ＬＥＤやエアコンなど省エネ製品等の買換え（低炭素製品の買換え）

興公共交通の利用や効率的な物流サービス（低炭素サービスの選択）

興ウォームビズやウォームシェア（低炭素ライフスタイルの転換）

冷　蔵　室　隙間を空けて奥が見える程度に食品を入れる
　冷気の流れを妨げずに、庫内を均一に冷えるようにすること

で消費電力の無駄を防ぎます。

冷蔵庫の賢い使い方冷蔵庫の賢い使い方

冷　凍　庫　引出し冷凍庫では、隙間なく食品を入れる
　食品同士が保冷し合うので、ドアを開け閉めしたときの温度

上昇を抑えることができます。

人権が尊重される鹿島市にするために
～それぞれの持ち味を生かして～

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

　「こんな機会がないと人権につ
いて考えることがないと思いま
す。」「同和問題に関する学習会を
受講するたびに深まっていきま
す。」「毎回少しずつ内容も違って
いてとても勉強になります。」
「もっと正しい知識を学ぶべきだ
と思います。」・・・
　これは、鹿島市人権学習会の参
加者からいただいたご意見です。
今年度は、７回開催し延べ４６９
人のたくさんの方に研修を受けて
いただきました。『インターネット、
子ども、障がい者、女性、高齢者、
同和問題①②』とテーマを設けて、
現実に起こっているさまざまな人

権問題にふれ、解決すべき課題に
気づく学習会でもありました。市
民意識調査（平成２７年度実施）
によると人権・同和問題の研修会
や講演会に参加したことのある人
は、３５．２％にとどまり、学習
機会の拡大が望まれるところです。
特に若い世代にも参加していただ
けるような手立てが必要です。
　話は変わりますが、坂本光司著
の『日本で一番大切にしたい会社』
に紹介されている会社の中にコー
ケン工業株式会社があります。こ
こは２７０人の従業員の中で６４
歳以上が３分の１をしめています。
　また、地元の特別支援学校から

の障がい者雇用にも積極的な会社
です。自動車や農機具のパイプを
つくりお客様のニーズに応じて多
品種少量生産をしています。なん
と、会社の目標は９０歳の社員が
１００歳まで元気に勤めてもらう
ことだそうです。社長さんは、「お
年寄りは、体力が落ちても総合力
で勝っている。お金には変えられ
ない人のやさしさや思いやりを
持っている。若い人や障がい者が
入ってくると、できる仕事を見つ
けてやり面倒を見てくれる。若い
人もそれを見習って育っていく。」
と話されています。
　女性も男性も、障がい者も、高
齢者もみんなが働き甲斐がある、
人に愛され、ほめられ、人の役に
立つ、人に必要とされるそんな自
分にも相手にも思いやりのある
コーケン工業の姿勢は、「差別の
ない明るく平和な鹿島」の人権の
まちづくりにも参考になると思い
ませんか。

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

たのしさも　ともだちいれば　ひゃくばいだ　　えがしら　れん（明倫小２年）
考えよう　発する前に　そのことば　　　　　　井上　ましろ（東部中３年）

※学年は平成 29年度人権標語
紹　介
人権標語
紹　介

司会に“よしのがり牟田さん”を迎え、盛大に開催します。

ご声援よろしくお願いします。

司会に“よしのがり牟田さん”を迎え、盛大に開催します。

ご声援よろしくお願いします。

　ラムサール条約推進室　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

バードウォッチングや
　ふるまいなどもあります！

肥前鹿島干潟
リレーマラソン大会
　　　を開催します！

肥前鹿島干潟
リレーマラソン大会
　　　を開催します！

日時

場所

日

　ふるさと佐賀の誇りや歴史を感じることができる『肥前さが幕末維新博覧会』が現在開催中です。

　「歴史がすっと入ってくる」「テーマパークのようで大人も子どもも楽しめる」と多くの皆さんに好評です。

　メインパビリオンの幕末維新記念館のほか、リアル弘道館や葉隠みらい館、その他イベント盛りだくさん。

　閉幕直前は混雑が予想されますので、比較的余裕のある今のうちに、ぜひご来場ください。

肥前さが幕末維新博覧会

メインパビリオン『幕末維新記念館』メインパビリオン『幕末維新記念館』

と　こ　ろ　佐賀市城内2－1－35（市村記念体育館）

栢９分毎で１回あたり約40人の入場

　　平日や土曜日の午前中など比較的空いて

　いる時間帯がおすすめです

問合せ　肥前さが幕末維新博覧会運営本部

　緯０９５２（３７）０１８１

　チケット管理センター（団体 20 人以上の予約）

　緯０９５２（２９）３６７１

予　約

総来場者数１５０万人突破！来年１月１４日閉幕まで残り２カ月！総来場者数１５０万人突破！来年１月１４日閉幕まで残り２カ月！

違Hideki Mizuta
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TopicsTopics まちの話題

ふれあい囲碁

１０月上旬、市内全小学校で３

年生を対象に『ふれあい囲碁』

の授業が行われました。子ども

たちは囲碁のルールを教わると

同時に、お互いふれあうことで

相手の気持ちを理解し、尊重す

ることの大切さも学びました。

このときに使用された紙製囲碁

セットは、日本棋院鹿島支部様

から３年生一人ひとりにいただ

いたものです。

ありがとうございました。

明るい選挙啓発ポスターコンクール入賞者発表

　平成３０年度明るい選挙啓発ポスターコンクールに多数の応募をいただきありがとうございました。

　応募総数１５３点のうち、入賞者を発表します。（敬称略）

　　恭小学生の部

　　　鹿　島　小１年　峰松　彰芳　　　能古見小２年　植松　咲奈　　　　浜　　小２年　永山　倫太郎　　　　

　　　鹿　島　小５年　中島　陽那　　　七　浦　小５年　石橋　亜紀　　　　鹿　島　小６年　伊東　大志

　　　能古見小６年　田中　那奈　　　七　浦　小６年　野中　煌真　　　　七　浦　小６年　大町　玲奈

　　　明　倫　小６年　馬場　理桜奈

　　恭中学生の部

　　　東　部　中１年　岡　三嘉理　　　　東　部　中１年　井上　優里　　　　東　部　中１年　小橋　柊奏

　　　西　部　中２年　染川　美由記　　　西　部　中２年　有森　睦　　　　　西　部　中２年　冨岡　凜

　　　西　部　中２年　北村　美咲　　　　西　部　中２年　古賀　思結　　　　西　部　中２年　井上　結葉

　　　西　部　中２年　坂本　心遥　　　　西　部　中２年　松浦　凜杏菜　　　東　部　中２年　釘尾　晴菜

　　　東　部　中２年　井上　里菜　　　　東　部　中２年　松枝　綾花　　　　東　部　中２年　髙田　陽菜

　　恭高校生の部

　　　鹿　島　高１年　桂原　拓輝　　　　鹿　島　高１年　髙田　秀磨　　　　鹿　島　高１年　田中　一光

　　　鹿　島　高１年　長尾　龍乃輔　　　鹿　島　高１年　黒木　寿彦　　　　鹿　島　高１年　平井　翔大

　　　鹿島実高２年　大嶋　みゆ　　　　鹿島実高２年　林　澪亜　　　　　鹿島実高２年　田中　久瑠美

　　　鹿　島　高３年　坂田　久美　　　　
　選挙管理委員会事務局

　緯０９５４（６３）３４１８

詳しくは

鹿島高１年　桂原　拓輝 鹿島高１年　黒木　寿彦

能古見小２年　植松　咲奈

県　特　選　作　品県　特　選　作　品

鹿島小１年　峰松　彰芳 鹿島高３年　坂田　久美

県　入　選　作　品県　入　選　作　品

　これらの５作品は、県の同コン

クールに出品して入賞した作品です。

　おめでとうございます！

秋季全国火災予防運動が始まります
ー１１月９日（金）～１５日（木）ー

秋季全国火災予防運動が始まります
ー１１月９日（金）～１５日（木）ー

　鹿島消防署予防係　緯０９５４（６３）１１１９詳しくは

怯平成 29 年中の火災発生原因

杵藤地区

　１位　たき火・・・・・・・・・・２８件

　２位　火入れ、たばこ・・・・・・各６件

　３位　火遊び・・・・・・・・・・・５件

　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。

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

　煙消防車・救急車見学

　煙消防士体験

　煙消火・煙中体験

　体験者には
　　プレゼントもあるよ！

親子で楽しめる！！

　火の用心フェアを

　　　　　開催します

親子で楽しめる！！

　火の用心フェアを

　　　　　開催します

はしご車も

　やってくるぞ～！
はしご車も

　やってくるぞ～！

怯平成 29 年以降の火災発生状況（９月末現在）

総件数 ７５ ４７ ９

建　物 ２１ １９ ５

車　両 ４ ３ ０

林　野 ３ ４ １

その他 ４７ ２１ ３

杵藤地区 鹿島市内

平成30年９月現在平成29年
杵藤地区

火災
件数

災害用マンホールトイレを鹿島小に設置しました

　災害時に使用できる『マンホールトイ

レ』を避難所の一つである鹿島小学校に５

基設置しました。

　また、災害が発生した場合、迅速に設置

するため、有明清掃社・鹿島清掃社・藤津

清掃社と災害協定を締結し、有明清掃社か

らはトイレ用消耗品などを寄附していただ

きました。

　１０月２日に行われた鹿島小学校運動会

では、設置訓練や地域住民の利用体験を兼ねてマンホールトイレを設置。洋式で

段差がなく、臭いが気にならないと好評でした。今後も下水道区域内の避難所に

整備を進めていく予定です。

高齢者自転車県大会　能古見支部チーム　３位入賞！

　９月２９日、佐賀市大和勤労者体育セン

ターで開催された交通安全高齢者自転車佐

賀県大会に、地区大会で優勝した鹿島地区

交通安全協会能古見支部チームが出場しま

した。

　この大会は、自転車の安全走行の実技と

交通ルールの知識を問う学科テストの点数

を競うもので、熱心な練習の成果を発揮し

た能古見支部チームが、各地区代表の１６

チーム中、見事３位入賞を果たしました。
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TopicsTopics まちの話題

ふれあい囲碁

１０月上旬、市内全小学校で３

年生を対象に『ふれあい囲碁』

の授業が行われました。子ども

たちは囲碁のルールを教わると

同時に、お互いふれあうことで

相手の気持ちを理解し、尊重す

ることの大切さも学びました。

このときに使用された紙製囲碁

セットは、日本棋院鹿島支部様

から３年生一人ひとりにいただ

いたものです。

ありがとうございました。

明るい選挙啓発ポスターコンクール入賞者発表

　平成３０年度明るい選挙啓発ポスターコンクールに多数の応募をいただきありがとうございました。

　応募総数１５３点のうち、入賞者を発表します。（敬称略）

　　恭小学生の部

　　　鹿　島　小１年　峰松　彰芳　　　能古見小２年　植松　咲奈　　　　浜　　小２年　永山　倫太郎　　　　

　　　鹿　島　小５年　中島　陽那　　　七　浦　小５年　石橋　亜紀　　　　鹿　島　小６年　伊東　大志

　　　能古見小６年　田中　那奈　　　七　浦　小６年　野中　煌真　　　　七　浦　小６年　大町　玲奈

　　　明　倫　小６年　馬場　理桜奈

　　恭中学生の部

　　　東　部　中１年　岡　三嘉理　　　　東　部　中１年　井上　優里　　　　東　部　中１年　小橋　柊奏

　　　西　部　中２年　染川　美由記　　　西　部　中２年　有森　睦　　　　　西　部　中２年　冨岡　凜

　　　西　部　中２年　北村　美咲　　　　西　部　中２年　古賀　思結　　　　西　部　中２年　井上　結葉

　　　西　部　中２年　坂本　心遥　　　　西　部　中２年　松浦　凜杏菜　　　東　部　中２年　釘尾　晴菜

　　　東　部　中２年　井上　里菜　　　　東　部　中２年　松枝　綾花　　　　東　部　中２年　髙田　陽菜

　　恭高校生の部

　　　鹿　島　高１年　桂原　拓輝　　　　鹿　島　高１年　髙田　秀磨　　　　鹿　島　高１年　田中　一光

　　　鹿　島　高１年　長尾　龍乃輔　　　鹿　島　高１年　黒木　寿彦　　　　鹿　島　高１年　平井　翔大

　　　鹿島実高２年　大嶋　みゆ　　　　鹿島実高２年　林　澪亜　　　　　鹿島実高２年　田中　久瑠美

　　　鹿　島　高３年　坂田　久美　　　　
　選挙管理委員会事務局

　緯０９５４（６３）３４１８

詳しくは

鹿島高１年　桂原　拓輝 鹿島高１年　黒木　寿彦

能古見小２年　植松　咲奈

県　特　選　作　品県　特　選　作　品

鹿島小１年　峰松　彰芳 鹿島高３年　坂田　久美

県　入　選　作　品県　入　選　作　品

　これらの５作品は、県の同コン

クールに出品して入賞した作品です。

　おめでとうございます！

秋季全国火災予防運動が始まります
ー１１月９日（金）～１５日（木）ー

秋季全国火災予防運動が始まります
ー１１月９日（金）～１５日（木）ー

　鹿島消防署予防係　緯０９５４（６３）１１１９詳しくは

怯平成 29 年中の火災発生原因

杵藤地区

　１位　たき火・・・・・・・・・・２８件

　２位　火入れ、たばこ・・・・・・各６件

　３位　火遊び・・・・・・・・・・・５件

　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。

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

　煙消防車・救急車見学

　煙消防士体験

　煙消火・煙中体験

　体験者には
　　プレゼントもあるよ！

親子で楽しめる！！

　火の用心フェアを

　　　　　開催します

親子で楽しめる！！

　火の用心フェアを

　　　　　開催します

はしご車も

　やってくるぞ～！
はしご車も

　やってくるぞ～！

怯平成 29 年以降の火災発生状況（９月末現在）

総件数 ７５ ４７ ９

建　物 ２１ １９ ５

車　両 ４ ３ ０

林　野 ３ ４ １

その他 ４７ ２１ ３

杵藤地区 鹿島市内

平成30年９月現在平成29年
杵藤地区

火災
件数

災害用マンホールトイレを鹿島小に設置しました

　災害時に使用できる『マンホールトイ

レ』を避難所の一つである鹿島小学校に５

基設置しました。

　また、災害が発生した場合、迅速に設置

するため、有明清掃社・鹿島清掃社・藤津

清掃社と災害協定を締結し、有明清掃社か

らはトイレ用消耗品などを寄附していただ

きました。

　１０月２日に行われた鹿島小学校運動会

では、設置訓練や地域住民の利用体験を兼ねてマンホールトイレを設置。洋式で

段差がなく、臭いが気にならないと好評でした。今後も下水道区域内の避難所に

整備を進めていく予定です。

高齢者自転車県大会　能古見支部チーム　３位入賞！

　９月２９日、佐賀市大和勤労者体育セン

ターで開催された交通安全高齢者自転車佐

賀県大会に、地区大会で優勝した鹿島地区

交通安全協会能古見支部チームが出場しま

した。

　この大会は、自転車の安全走行の実技と

交通ルールの知識を問う学科テストの点数

を競うもので、熱心な練習の成果を発揮し

た能古見支部チームが、各地区代表の１６

チーム中、見事３位入賞を果たしました。
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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

“cut some slack”

No.155

この表現は、

「少しのんびりする」という意味で使われます。

I just failed my English test. I am really 
bad at English.
You should cut yourself some slack! 
English is a difficult language, and 
you’re really working hard to improve. 
I’m sure you’ll master it soon!

（サチコ）

（ジェイソン）

英語のテストに落ちたとこなの。私、

英語ダメだわ。

少しのんびりしたら！英語は難しい言

語だよ。君は上達するようにがんばっ

てるじゃない。すぐにマスターできる

さ！

Sachiko:

Jason:

My students have been really noisy 
during class lately, and they never want 
to study!
You should cut them some slack! They 
are just too busy with club activities 
and cram school.

（ローレン）

（タケシ）

私の生徒たち、近ごろ授業中、本当に

うるさいし、勉強したがらないの！

少しのんびりさせたら！みんな部活や

塾で忙しすぎるんじゃないかな。

Lauren:

Takeshi:

学 校 だ よ り

鹿島高校

No.258

寓総合優勝した白団の応援

　９月３日、５日、鹿島高校・鹿島

実業高校・新鹿島高校合同での学校

祭『創鹿祭』を行いました。再編統

合して初めての学校祭ということで、

３校が手を取り合って新たな歴史を

築き上げていきたいとの思いを込め

たテーマ『共創～共に手をとる最高

の舞台を～』を実現するため、生徒

たちは夏休みより準備を重ねました。

　３日の文化祭は、体育館でのス

テージ発表、出店、クラス展示すべ

てが昨年度よりもバラエティ豊かに、

規模も大きくなり、会場である赤門

学舎の至る所で、笑顔の絶えない大

盛り上がりの１日となりました。

　台風の影響で１日延期された体育

祭ですが、見事な快晴のもと、赤・

白・青の３団編成、総勢約９００人

が一同に会し、それぞれの団の個性

が光る入場行進でスタートしました。

　生徒会や各団の応援リーダーを中

心に、競技内容や応援の方法、パネ

ル、衣装などさまざまな部分に凝ら

した趣向や練習の成果を発揮し、一

人ひとりが全力を尽くしました。最

後まで予想のつかない熱戦の末、総

合優勝を飾ったのは白団でした。

　学校祭という大きな行事を共にし、

生徒たちのつながりも強いものにな

りました。

　地域の皆さんのご協力・応援、あ

りがとうございました。 

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

に行ってみよう

市　民
図書館 図書館からのお知らせ

恭本をゆずる市
　図書館の本で不要になったものや市民の皆さんから募集した本を
１人１０冊までお譲りします。※本を入れる袋をお持ちください
　と　き　11 月３日（祝）・４日（日）９時 30 分～ 17時
　　　　　11 月６日（火）・７日（水）９時 30 分～ 19時

恭本の修理と装備体験
　傷んだ本の修理や保護のためのカバーをかけてみませんか。
　※15 分～ 20分程度の体験です
　と　き　11 月４日（日）10時～ 11時 30 分

14 時～ 16 時
　対　象　修理体験　小学生以上
　　　　　装備体験　中学生以上（先着 20 人）

恭今年の冬は自分で剪定！庭木のお手入れ講座
　祐徳ガーデンさんから、剪定のコツを教えてもらいます。
　と　き　11 月 15 日（木）９時 30分～ 12時 30 分
　ところ　エイブル３階研修室
　定　員　15 人　※電話・カウンターで申し込み受付中

市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

　雲谷等顔は能古見出身といわれる桃山

画壇の巨匠です。等顔は萩藩毛利家のお
抱え絵師で、雪舟の正当な後継者として
雲谷派を立ち上げました。
なかなか観ることのできない等顔の作品
をこの機会に、ぜひご鑑賞ください。

前期展示　11 月 11 日（日）まで

後期展示　11 月 13 日（火）～ 12月 24 日（振休）

床の間
コーナー

能古見が生んだ水墨画の巨匠
　　　う　ん　こ　く　と　う　が　ん

雲谷等顔展

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

ところ 受講料定員 開講期間講　座　名 講　師

エイブル２階
調理実習室20 人

11 月 10 日（土）
10 時～ 13 時

公開講座

秋の野菜・果物スイーツ作り

　　　　　＆ハーブのある暮らし

松尾　久美子さん
（野菜ソムリエプロ）

会　員　1,500 円
一　般　1,000 円
材料代　1,500 円

エイブル３階
研修室Ａ15 人

11 月９・16・30 日
[ 金曜日　全３回 ]
10 時～ 12 時

会員対象講座

便利で楽しい！ｉPａｄ
シニア情報生活

アドバイザー佐賀
,500 円／１回

※別途テキスト代

ベイビー・ブー　うたごえ喫茶音楽会
～童謡から歌謡曲まで日本の名曲を唄う～

第６回
えいぶる事業

　若手５人の男性アカペラコーラスグループ。一度は聞いたことのある名曲を

圧倒的な歌唱力と美しいハーモニーで歌い、話題を呼んでいます。

と　　き　11 月 17 日（土）

　　　　　18 時 30 分～（開場 18 時）

と　こ　ろ　エイブルホール

　　　　　全席自由　発売中

料　　金　大　　　人：2,000 円

　　　　　高校生以下：1,000 円

　　　　　噛会員各 500 円引き

　　　　　噛当日各 500 円増し Baby booBaby boo

えいぶるえいが２０１８

エイブルからのクリスマスプレゼント
第８回

えいぶる事業

　子ども向けの『えいぶるえいが』は、今年も懐か

しのアニメ短編集を上映します。ディズニー作品や

トムとジェリーの短編集を上映予定です。

と　　き　12 月 16 日（日）

と　こ　ろ　エイブルホール　全席自由

※プログラムなど詳細は１２月号でお知らせします

入場無料

そ　う　か　さ　い

創鹿祭

伝雲谷等顔筆　山水図屏風伝雲谷等顔筆　山水図屏風
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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

“cut some slack”

No.155

この表現は、

「少しのんびりする」という意味で使われます。

I just failed my English test. I am really 
bad at English.
You should cut yourself some slack! 
English is a difficult language, and 
you’re really working hard to improve. 
I’m sure you’ll master it soon!

（サチコ）

（ジェイソン）

英語のテストに落ちたとこなの。私、

英語ダメだわ。

少しのんびりしたら！英語は難しい言

語だよ。君は上達するようにがんばっ

てるじゃない。すぐにマスターできる

さ！

Sachiko:

Jason:

My students have been really noisy 
during class lately, and they never want 
to study!
You should cut them some slack! They 
are just too busy with club activities 
and cram school.

（ローレン）

（タケシ）

私の生徒たち、近ごろ授業中、本当に

うるさいし、勉強したがらないの！

少しのんびりさせたら！みんな部活や

塾で忙しすぎるんじゃないかな。

Lauren:

Takeshi:

学 校 だ よ り

鹿島高校

No.258

寓総合優勝した白団の応援

　９月３日、５日、鹿島高校・鹿島

実業高校・新鹿島高校合同での学校

祭『創鹿祭』を行いました。再編統

合して初めての学校祭ということで、

３校が手を取り合って新たな歴史を

築き上げていきたいとの思いを込め

たテーマ『共創～共に手をとる最高

の舞台を～』を実現するため、生徒

たちは夏休みより準備を重ねました。

　３日の文化祭は、体育館でのス

テージ発表、出店、クラス展示すべ

てが昨年度よりもバラエティ豊かに、

規模も大きくなり、会場である赤門

学舎の至る所で、笑顔の絶えない大

盛り上がりの１日となりました。

　台風の影響で１日延期された体育

祭ですが、見事な快晴のもと、赤・

白・青の３団編成、総勢約９００人

が一同に会し、それぞれの団の個性

が光る入場行進でスタートしました。

　生徒会や各団の応援リーダーを中

心に、競技内容や応援の方法、パネ

ル、衣装などさまざまな部分に凝ら

した趣向や練習の成果を発揮し、一

人ひとりが全力を尽くしました。最

後まで予想のつかない熱戦の末、総

合優勝を飾ったのは白団でした。

　学校祭という大きな行事を共にし、

生徒たちのつながりも強いものにな

りました。

　地域の皆さんのご協力・応援、あ

りがとうございました。 

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

に行ってみよう

市　民
図書館 図書館からのお知らせ

恭本をゆずる市
　図書館の本で不要になったものや市民の皆さんから募集した本を
１人１０冊までお譲りします。※本を入れる袋をお持ちください
　と　き　11 月３日（祝）・４日（日）９時 30 分～ 17時
　　　　　11 月６日（火）・７日（水）９時 30 分～ 19時

恭本の修理と装備体験
　傷んだ本の修理や保護のためのカバーをかけてみませんか。
　※15 分～ 20分程度の体験です
　と　き　11 月４日（日）10時～ 11時 30 分

14 時～ 16 時
　対　象　修理体験　小学生以上
　　　　　装備体験　中学生以上（先着 20 人）

恭今年の冬は自分で剪定！庭木のお手入れ講座
　祐徳ガーデンさんから、剪定のコツを教えてもらいます。
　と　き　11 月 15 日（木）９時 30分～ 12時 30 分
　ところ　エイブル３階研修室
　定　員　15 人　※電話・カウンターで申し込み受付中

市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

　雲谷等顔は能古見出身といわれる桃山

画壇の巨匠です。等顔は萩藩毛利家のお
抱え絵師で、雪舟の正当な後継者として
雲谷派を立ち上げました。
なかなか観ることのできない等顔の作品
をこの機会に、ぜひご鑑賞ください。

前期展示　11 月 11 日（日）まで

後期展示　11 月 13 日（火）～ 12月 24 日（振休）

床の間
コーナー

能古見が生んだ水墨画の巨匠
　　　う　ん　こ　く　と　う　が　ん

雲谷等顔展

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

ところ 受講料定員 開講期間講　座　名 講　師

エイブル２階
調理実習室20 人

11 月 10 日（土）
10 時～ 13 時

公開講座

秋の野菜・果物スイーツ作り

　　　　　＆ハーブのある暮らし

松尾　久美子さん
（野菜ソムリエプロ）

会　員　1,500 円
一　般　1,000 円
材料代　1,500 円

エイブル３階
研修室Ａ15 人

11 月９・16・30 日
[ 金曜日　全３回 ]
10 時～ 12 時

会員対象講座

便利で楽しい！ｉPａｄ
シニア情報生活
アドバイザー佐賀

,500 円／１回
※別途テキスト代

ベイビー・ブー　うたごえ喫茶音楽会
～童謡から歌謡曲まで日本の名曲を唄う～

第６回
えいぶる事業

　若手５人の男性アカペラコーラスグループ。一度は聞いたことのある名曲を

圧倒的な歌唱力と美しいハーモニーで歌い、話題を呼んでいます。

と　　き　11 月 17 日（土）

　　　　　18 時 30 分～（開場 18 時）

と　こ　ろ　エイブルホール

　　　　　全席自由　発売中

料　　金　大　　　人：2,000 円

　　　　　高校生以下：1,000 円

　　　　　噛会員各 500 円引き

　　　　　噛当日各 500 円増し Baby booBaby boo

えいぶるえいが２０１８

エイブルからのクリスマスプレゼント
第８回

えいぶる事業

　子ども向けの『えいぶるえいが』は、今年も懐か

しのアニメ短編集を上映します。ディズニー作品や

トムとジェリーの短編集を上映予定です。

と　　き　12 月 16 日（日）

と　こ　ろ　エイブルホール　全席自由

※プログラムなど詳細は１２月号でお知らせします

入場無料

そ　う　か　さ　い

創鹿祭

伝雲谷等顔筆　山水図屏風伝雲谷等顔筆　山水図屏風
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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

月　日 対　象　区

11 月 29 日
（木）午前

高津原（１）

11 月 30 日
（金）午後

高津原（２）

12 月３日
（月）午後

野畠・北舟津・三部・新籠・常広・音成

12 月５日
（水）午後

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

12 月７日
（金）夜間

夜間検診希望者は、保健センターに申し込みが
必要です

月　日 対　象　区

11 月９日
（金）午前

行成・末光・中浅浦

11 月 12 日
（月）午前

若殿分・新方・湯ノ峰・庄金・南舟津・
中町・本町

11 月 13 日
（火）午後

筒口・中村・森・土井丸・井手・母ケ浦

　保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３詳しくは

　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

潤乳がん検診はマンモグラフィのみです（視触診

　はありません）※毎回先着55人で締め切ります

潤５～６月に実施したがん検診申込書などで申し

　込んだ人には受診票を郵送します。

潤区ごとに受診日を定めていますが、都合が悪い

　ときは別の日に受診できます。（連絡不要）

潤新たに希望する人はご連絡ください。

子宮頸がん・乳がん検診を受けましょう

月　日 対　象　区月　日 対　象　区

11 月 14 日
（水）

★大腸がん、肺がん検診のみ実施
（受付９時～10時）

11 月 15 日
（木）

★大腸がん、胃がん検診のみ実施
（受付９時～10時）

11 月 20 日
（火）

★未受診者検診
（受付８時30分～10時30分）

11 月 29 日
（木）

★大腸がん検診のみ実施
（受付18時～19時）

胃がん検診
【対　象】40 歳以上

【内　容】

バリウムを飲み

レントゲン撮影

【自己負担金】

　　　　1,000 円

肺がん検診
【対　象】40 歳以上

【内　容】

①胸部レントゲン撮影

②痰検査（問診で必要な人のみ）

【自己負担金】

①300 円 ②700 円

大腸がん検診
【対　象】40 歳以上

【内　容】

便の潜血検査

※受診当日に容器を配布

【自己負担金】

　　　　　600 円

前立腺がん検診
【対　象】50 歳以上

　　　　の男性

【内　容】血液検査

【自己負担金】

　　　　　700 円

　　　　　ご自身のため、ご家族のためにも、年に１回はがん検

診を受けましょう。次の４種類のがん検診を同日で実施します。

（１種類から受診可能です）

　検診申込調査などにより申し込んだ人へ、８月に受診票を郵送

しています。新たに希望する人はご連絡ください。市民税非課税

世帯・生活保護世帯の人、後期高齢者医療制度被保険者の自己負

担金は無料です。

がんセット検診を実施しています

保健センター（エイブル１階）

緯０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

受　　付　下の表でご確認ください。

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

栢希望する人は、保健センターまでお申し込みください。

『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月は食育月間です

　毎月１９日は『食育の日』です。

　市食生活改善推進協議会では、料理教室を

開催しています。

　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　11 月 20 日（火）10 時～ 14 時

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　11 月 13 日（火）

食改さんの料理教室

注意事項

喰過去に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

喰定期接種の対象となるのは１人１回

　のみです
　※左の『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

喰平成31年度以降の対象者は65歳と左

　の『対象者②』の人です

対　象　者　平成30年度までは５歳刻み（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31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

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せ

国保の人の特定健診を行います。希望する人は保健センターまでお申し込みください。

保健センターで特定健診を実施します

と　　き　11 月 18 日（日）・19 日（月）

　　　　　　　受付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 保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３申込・問合せ先

　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 14 日（水）受付９時～ 10 時

　　　　　11 月 15 日（木）受付９時～ 10 時

　　　　　11 月 29 日（木）受付 18 時～ 19時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

歯周疾患検診のお知らせ 　市では、今年度から歯周疾患検診を始めます。口腔内の状態を知る

チャンスです！希望する人は保健センターまでお申し込みください。

内　　容　問診および歯周病組織検査

対　象　者　今年度中に、40・50・60・70歳になる人

定　　員　30人／回

参　加　費　無料
　保健センター（エイブル１階）

　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

がん患者・家族つどいの会

　がん患者・家族つどいの会を開催します。

と　　き　11 月 24 日（土）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　みやき町役場中原庁舎２階研修室

内　　容　消しゴムはんこ作り、交流会

対　　象　がん患者とその家族（先着 30 人）

参　加　費　300円／人

申込期限　11 月 21 日（水）

佐賀県がん総合支援センター

緯０１２０（２４６）３８８

（平日９時 30 分～ 13時、14 時～ 16 時 30 分）

申込・問合せ先
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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

月　日 対　象　区

11 月 29 日
（木）午前

高津原（１）

11 月 30 日
（金）午後

高津原（２）

12 月３日
（月）午後

野畠・北舟津・三部・新籠・常広・音成

12 月５日
（水）午後

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

12 月７日
（金）夜間

夜間検診希望者は、保健センターに申し込みが
必要です

月　日 対　象　区

11 月９日
（金）午前

行成・末光・中浅浦

11 月 12 日
（月）午前

若殿分・新方・湯ノ峰・庄金・南舟津・
中町・本町

11 月 13 日
（火）午後

筒口・中村・森・土井丸・井手・母ケ浦

　保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３詳しくは

　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

潤乳がん検診はマンモグラフィのみです（視触診

　はありません）※毎回先着55人で締め切ります

潤５～６月に実施したがん検診申込書などで申し

　込んだ人には受診票を郵送します。

潤区ごとに受診日を定めていますが、都合が悪い

　ときは別の日に受診できます。（連絡不要）

潤新たに希望する人はご連絡ください。

子宮頸がん・乳がん検診を受けましょう

月　日 対　象　区月　日 対　象　区

11 月 14 日
（水）

★大腸がん、肺がん検診のみ実施
（受付９時～10時）

11 月 15 日
（木）

★大腸がん、胃がん検診のみ実施
（受付９時～10時）

11 月 20 日
（火）

★未受診者検診
（受付８時30分～10時30分）

11 月 29 日
（木）

★大腸がん検診のみ実施
（受付18時～19時）

胃がん検診
【対　象】40 歳以上

【内　容】

バリウムを飲み

レントゲン撮影

【自己負担金】

　　　　1,000 円

肺がん検診
【対　象】40 歳以上

【内　容】

①胸部レントゲン撮影

②痰検査（問診で必要な人のみ）

【自己負担金】

①300 円 ②700 円

大腸がん検診
【対　象】40 歳以上

【内　容】

便の潜血検査

※受診当日に容器を配布

【自己負担金】

　　　　　600 円

前立腺がん検診
【対　象】50 歳以上

　　　　の男性

【内　容】血液検査

【自己負担金】

　　　　　700 円

　　　　　ご自身のため、ご家族のためにも、年に１回はがん検

診を受けましょう。次の４種類のがん検診を同日で実施します。

（１種類から受診可能です）

　検診申込調査などにより申し込んだ人へ、８月に受診票を郵送

しています。新たに希望する人はご連絡ください。市民税非課税

世帯・生活保護世帯の人、後期高齢者医療制度被保険者の自己負

担金は無料です。

がんセット検診を実施しています

保健センター（エイブル１階）

緯０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

受　　付　下の表でご確認ください。

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

栢希望する人は、保健センターまでお申し込みください。

『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月は食育月間です

　毎月１９日は『食育の日』です。

　市食生活改善推進協議会では、料理教室を

開催しています。

　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　11 月 20 日（火）10 時～ 14 時

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　11 月 13 日（火）

食改さんの料理教室

注意事項

喰過去に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

喰定期接種の対象となるのは１人１回

　のみです
　※左の『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

喰平成31年度以降の対象者は65歳と左

　の『対象者②』の人です

対　象　者　平成30年度までは５歳刻み（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31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

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せ

国保の人の特定健診を行います。希望する人は保健センターまでお申し込みください。

保健センターで特定健診を実施します

と　　き　11 月 18 日（日）・19 日（月）

　　　　　　　受付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 保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３申込・問合せ先

　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 14 日（水）受付９時～ 10 時

　　　　　11 月 15 日（木）受付９時～ 10 時

　　　　　11 月 29 日（木）受付 18 時～ 19時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

歯周疾患検診のお知らせ 　市では、今年度から歯周疾患検診を始めます。口腔内の状態を知る

チャンスです！希望する人は保健センターまでお申し込みください。

内　　容　問診および歯周病組織検査

対　象　者　今年度中に、40・50・60・70歳になる人

定　　員　30人／回

参　加　費　無料
　保健センター（エイブル１階）

　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

がん患者・家族つどいの会

　がん患者・家族つどいの会を開催します。

と　　き　11 月 24 日（土）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　みやき町役場中原庁舎２階研修室

内　　容　消しゴムはんこ作り、交流会

対　　象　がん患者とその家族（先着 30 人）

参　加　費　300円／人

申込期限　11 月 21 日（水）

佐賀県がん総合支援センター

緯０１２０（２４６）３８８

（平日９時 30 分～ 13時、14 時～ 16 時 30 分）

申込・問合せ先
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お知らせ

と　　き　平成31年１月13日（日）

　　　　　受付 13 時～　開式 14 時～

と　こ　ろ　市民会館大ホール

対　　象

　平成 10 年４月２日から平成 11 年

４月１日までに生まれた人で、以下

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

　②市外に転出した人

　③市内の学校に在籍または卒業した人

　④市内で働いている人

栢①の人は１１月下旬に案内ハガキを

　送ります。②③④の人で参加を希望

　する人はご連絡ください。

詳しくは　生涯学習課社会教育・文化係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

　自衛官・一般曹候補生の採用年齢

の改正についてお知らせします。

自衛官候補生

改正前　採用予定月の１日において

　　　　18 歳以上 27 歳未満

改正後　採用予定月の１日において

　　　　18 歳以上 33 歳未満

一般曹候補生

改正前　一般曹候補生を受ける年の翌年４月

　　　　１日において 18 歳以上 27 歳未満

改正後　採用予定月の１日において

　　　　18 歳以上 33 歳未満

※詳細は願書を取り寄せて確認してください

詳しくは　自衛隊武雄地域事務所

　　　　　緯０９５４（２３）８３０４

　鹿島産農産物の直売会を開催しま

す。おいしく作られた旬の野菜や果

物を味わってみませんか。

と　　き　11 月 22 日（木）

　　　　　11時 30 分～ 13 時 30 分

と　こ　ろ　市役所ピロティ（正面玄関前）

※なくなり次第終了します

詳しくは　農林水産課農政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

　佐賀農業の歴史と未来をテーマに、

ドローンなどの最新機器の展示や農

畜産物の紹介・試食、農業に関する

体験など、子どもから大人まで楽し

める企画展を開催します。

と　　き　11月23日（祝）～12月16日（日）

と　こ　ろ　こころざしのもり（県立図書館南広場）

入　場　料　無料　※体験は一部有料

詳しくは　県農政企画課

　　　　　緯０９５２（２５）７２５７

平成３０年９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10月から12月までの３カ月間『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。

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

4,274 件（－809）
248 件（－013）
128 件（－005）

5,623 人（－1,103）
336 人（＋015）
170 人（＋006）

22 人（－00）
1人（－01）
1人（＋01）

15,682 件（＋892）
828 件（＋053）
440 件（＋031）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

　　　

と　　き　11 月 13 日（火）19 時～ 21 時

と　こ　ろ　エイブルホール

内　　容　煙今期３年間の活動報告

　　　　　煙鹿島市の課題について

　　　　　　新市民会館建設、防災対策など

　　　　　煙意見交換・質疑応答

詳しくは　議会事務局

　　　　　緯０９５４（６３）２１０４

　市とＮＨＫ佐賀放送局では、全国

各地の民謡の魅力を紹介する『民謡

をたずねて』の公開収録を行います。

　観覧希望の人は、ご応募ください。

と　　き　12 月 14 日（金）18 時 30 分～

と　こ　ろ　エイブルホール

入　場　料　無料　※入場整理券が必要です

応募方法

　郵便往復はがき（私製を除く）の『往信

用裏面』に　①郵便番号　②住所　③名前　

④電話番号を、　『返信用表面』に　①郵便

番号　②住所　③名前を明記してお送りく

ださい。　《11 月 22 日（木）必着》

〒849-1312　鹿島市大字納富分2700番地1

生涯学習センター・エイブル２階『民謡をたずねて』係

※応募でいただいた情報は抽選結果のほか、ＮＨＫ受

　信料のお願いに使用させていただくことがあります。

詳しくは、エイブルの木11月号をご覧ください。

詳しくは　エイブル事務局

　　　　　緯０９５４（６３）２１３８

　　　　　ＮＨＫ佐賀放送局

　　　　　（平日９時30分～18時30分）

　　　　　緯０９５２（２８）５０００

　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

恭各種作業の注文をお受けします

　『秋の農作業』『草払い』『家事』など

恭刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソーなど

と　　き　11 月 15 日（木）８時 30 分～

恭チップ堆肥を期間限定でトラック一杯

　＋気持ち、２千円で無料配布します

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　11 月 15 日（木）９時 30 分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

※説明会は個別でも随時行っています

問い合わせ・ご注文　

　シルバー人材センター

　緯０９５４（６３）０９７０

　佐賀ＶＯＩＳＳは、犯罪被害者等

早期援助団体として佐賀県公安委員

会の指定を受け、無料の電話・面接

相談、裁判や病院への付き添いなど

の支援活動を行っています。犯罪被

害や交通事故被害などでお悩みの人

は、ぜひご相談ください。

相談電話　緯０９５２（３３）２１１０

受付時間　月～金曜日　10 時～ 17 時

電子メール　死 voiss@f3.dion.ne.jp

詳しくは　佐賀県警察本部広報県民課

　　　　　緯０９５２（２４）１１１１

募　集

対　象　者　求職者

訓練期間　平成 31 年１月８日（火）～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 28 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

　平成３１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。（https://www.ouj.ac.jp）

出願期間①12月１日～平成 31年２月 28日

　　　　②平成 31年３月１日～３月 17日

※資料を無料で差し上げます

詳しくは　放送大学佐賀学習センター

　　　　　緯０９５２（２２）３３０８

講習会・教室

　市内の観光関係者や保護・保全に

取り組んでいる団体などを対象に、

“エコツーリズム”に関する勉強会

やこれまでの市の取り組みについて

の有識者による講演を行います。

と　　き　12 月４日（火）

　　　　　13 時 30 分～ 16 時

と　こ　ろ　新世紀センター２階会議室

詳しくは　ラムサール条約推進室

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

　鹿島市身体障害者福祉協会と共同

でパソコン教室を開催します。希望

する人は、事前に申し込みください。

と　　き

　基礎編　12 月 10 日（月）・11 日（火）

　応用編　12 月 12 日（水）・14 日（金）

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい

対　　象　障がい者手帳をお持ちの人

内　　容　ワード基礎・応用

参　加　費　300 円（テキスト代）

申込・問合せ先

　県障害者ＩＣＴサポートセンターゆめくれよん＋

　緯０９５２（３６）６９７７

　姉０９５２（３６）６９７８

　死 info@ykureyon.com

平成３１年　鹿島市成人式
のご案内

鹿島産農産物直売会

被害者支援ネットワーク
　　　　　　　　　　　ボ　イ　ス

佐賀ＶＯＩＳＳ

議会報告会
皆さんの声を聴かせてください

自衛官・一般曹候補生
採用年齢引き上げについて

詳しくは　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４

平成３０年９月分の市長交際費を公表します

弔　慰 ９月８・27日 32,400円 供花２件

101,576円（平成 30 年度累計　203,496 円）合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

接　遇 ９月18日 7,776円 のごみ人形 [ 干支 ]６個（東京佐賀県人会へ提供）
餞　別 ９月20日 50,000円 国民体育大会・全国障害者スポーツ大会出場（選手 10 人）
その他 ９月20日 3,400円 名刺印刷代
会　費 ９月29日 8,000円 鹿島青年会議所創立 60 周年記念祝賀会

市議会１２月定例会会期日程（案）
～傍聴にきてみませんか～

開　　議　10 時～

詳しくは　議会事務局　緯０９５４（６３）２１０４

11月30日（金）

12月 1日（土）

6日（木）

8日（土）

11日（火）

12日（水）

13日（木）

15日（土）

18日（火）

19日（水）

20日（木）

～ 5日（水）

～ 7日（金）

～10日（月）

～14日（金）

～17日（月）

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）

休会

議案審議、質疑、討論、採決

休会

常任委員会

休会

一般質問

休会

一般質問

調整日（一般質問）

委員会報告、議案審議、質疑、討論、採決、閉会

※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

サガファームランド

ＮＨＫラジオ『民謡を訪ねて』
公開収録観覧者募集

小さな仕事もお受けします
シルバー人材センター

平成31年 1月期
職業訓練受講生募集

募集訓練科 定員

電 気 設 備 施 工 科 １８

機 械 も の づ く り 科 １２

エコツアー勉強会

ゆめくれよん＋
障がい者パソコン教室

放送大学　４月生募集

家庭用浄化槽補助金
申請のお知らせ

情報掲示板 愚 お知らせ 情報掲示板 愚 お知らせ・募集・講習会・教室
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と　　き　平成31年１月13日（日）

　　　　　受付 13 時～　開式 14 時～

と　こ　ろ　市民会館大ホール

対　　象

　平成 10 年４月２日から平成 11 年

４月１日までに生まれた人で、以下

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

　②市外に転出した人

　③市内の学校に在籍または卒業した人

　④市内で働いている人

栢①の人は１１月下旬に案内ハガキを

　送ります。②③④の人で参加を希望

　する人はご連絡ください。

詳しくは　生涯学習課社会教育・文化係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

　自衛官・一般曹候補生の採用年齢

の改正についてお知らせします。

自衛官候補生

改正前　採用予定月の１日において

　　　　18 歳以上 27 歳未満

改正後　採用予定月の１日において

　　　　18 歳以上 33 歳未満

一般曹候補生

改正前　一般曹候補生を受ける年の翌年４月

　　　　１日において 18 歳以上 27 歳未満

改正後　採用予定月の１日において

　　　　18 歳以上 33 歳未満

※詳細は願書を取り寄せて確認してください

詳しくは　自衛隊武雄地域事務所

　　　　　緯０９５４（２３）８３０４

　鹿島産農産物の直売会を開催しま

す。おいしく作られた旬の野菜や果

物を味わってみませんか。

と　　き　11 月 22 日（木）

　　　　　11時 30 分～ 13 時 30 分

と　こ　ろ　市役所ピロティ（正面玄関前）

※なくなり次第終了します

詳しくは　農林水産課農政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

　佐賀農業の歴史と未来をテーマに、

ドローンなどの最新機器の展示や農

畜産物の紹介・試食、農業に関する

体験など、子どもから大人まで楽し

める企画展を開催します。

と　　き　11月23日（祝）～12月16日（日）

と　こ　ろ　こころざしのもり（県立図書館南広場）

入　場　料　無料　※体験は一部有料

詳しくは　県農政企画課

　　　　　緯０９５２（２５）７２５７

平成３０年９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10月から12月までの３カ月間『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。

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

4,274 件（－809）
248 件（－013）
128 件（－005）

5,623 人（－1,103）
336 人（＋015）
170 人（＋006）

22 人（－00）
1人（－01）
1人（＋01）

15,682 件（＋892）
828 件（＋053）
440 件（＋031）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

　　　

と　　き　11 月 13 日（火）19 時～ 21 時

と　こ　ろ　エイブルホール

内　　容　煙今期３年間の活動報告

　　　　　煙鹿島市の課題について

　　　　　　新市民会館建設、防災対策など

　　　　　煙意見交換・質疑応答

詳しくは　議会事務局

　　　　　緯０９５４（６３）２１０４

　市とＮＨＫ佐賀放送局では、全国

各地の民謡の魅力を紹介する『民謡

をたずねて』の公開収録を行います。

　観覧希望の人は、ご応募ください。

と　　き　12 月 14 日（金）18 時 30 分～

と　こ　ろ　エイブルホール

入　場　料　無料　※入場整理券が必要です

応募方法

　郵便往復はがき（私製を除く）の『往信

用裏面』に　①郵便番号　②住所　③名前　

④電話番号を、　『返信用表面』に　①郵便

番号　②住所　③名前を明記してお送りく

ださい。　《11 月 22 日（木）必着》

〒849-1312　鹿島市大字納富分2700番地1

生涯学習センター・エイブル２階『民謡をたずねて』係

※応募でいただいた情報は抽選結果のほか、ＮＨＫ受

　信料のお願いに使用させていただくことがあります。

詳しくは、エイブルの木11月号をご覧ください。

詳しくは　エイブル事務局

　　　　　緯０９５４（６３）２１３８

　　　　　ＮＨＫ佐賀放送局

　　　　　（平日９時30分～18時30分）

　　　　　緯０９５２（２８）５０００

　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

恭各種作業の注文をお受けします

　『秋の農作業』『草払い』『家事』など

恭刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソーなど

と　　き　11 月 15 日（木）８時 30 分～

恭チップ堆肥を期間限定でトラック一杯

　＋気持ち、２千円で無料配布します

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　11 月 15 日（木）９時 30 分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

※説明会は個別でも随時行っています

問い合わせ・ご注文　

　シルバー人材センター

　緯０９５４（６３）０９７０

　佐賀ＶＯＩＳＳは、犯罪被害者等

早期援助団体として佐賀県公安委員

会の指定を受け、無料の電話・面接

相談、裁判や病院への付き添いなど

の支援活動を行っています。犯罪被

害や交通事故被害などでお悩みの人

は、ぜひご相談ください。

相談電話　緯０９５２（３３）２１１０

受付時間　月～金曜日　10 時～ 17 時

電子メール　死 voiss@f3.dion.ne.jp

詳しくは　佐賀県警察本部広報県民課

　　　　　緯０９５２（２４）１１１１

募　集

対　象　者　求職者

訓練期間　平成 31 年１月８日（火）～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 28 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

　平成３１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。（https://www.ouj.ac.jp）

出願期間①12月１日～平成 31年２月 28日

　　　　②平成 31年３月１日～３月 17日

※資料を無料で差し上げます

詳しくは　放送大学佐賀学習センター

　　　　　緯０９５２（２２）３３０８

講習会・教室

　市内の観光関係者や保護・保全に

取り組んでいる団体などを対象に、

“エコツーリズム”に関する勉強会

やこれまでの市の取り組みについて

の有識者による講演を行います。

と　　き　12 月４日（火）

　　　　　13 時 30 分～ 16 時

と　こ　ろ　新世紀センター２階会議室

詳しくは　ラムサール条約推進室

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

　鹿島市身体障害者福祉協会と共同

でパソコン教室を開催します。希望

する人は、事前に申し込みください。

と　　き

　基礎編　12 月 10 日（月）・11 日（火）

　応用編　12 月 12 日（水）・14 日（金）

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい

対　　象　障がい者手帳をお持ちの人

内　　容　ワード基礎・応用

参　加　費　300 円（テキスト代）

申込・問合せ先

　県障害者ＩＣＴサポートセンターゆめくれよん＋

　緯０９５２（３６）６９７７

　姉０９５２（３６）６９７８

　死 info@ykureyon.com

平成３１年　鹿島市成人式
のご案内

鹿島産農産物直売会

被害者支援ネットワーク
　　　　　　　　　　　ボ　イ　ス

佐賀ＶＯＩＳＳ

議会報告会
皆さんの声を聴かせてください

自衛官・一般曹候補生
採用年齢引き上げについて

詳しくは　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４

平成３０年９月分の市長交際費を公表します

弔　慰 ９月８・27日 32,400円 供花２件

101,576円（平成 30 年度累計　203,496 円）合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

接　遇 ９月18日 7,776円 のごみ人形 [ 干支 ]６個（東京佐賀県人会へ提供）
餞　別 ９月20日 50,000円 国民体育大会・全国障害者スポーツ大会出場（選手 10 人）
その他 ９月20日 3,400円 名刺印刷代
会　費 ９月29日 8,000円 鹿島青年会議所創立 60 周年記念祝賀会

市議会１２月定例会会期日程（案）
～傍聴にきてみませんか～

開　　議　10 時～

詳しくは　議会事務局　緯０９５４（６３）２１０４

11月30日（金）

12月 1日（土）

6日（木）

8日（土）

11日（火）

12日（水）

13日（木）

15日（土）

18日（火）

19日（水）

20日（木）

～ 5日（水）

～ 7日（金）

～10日（月）

～14日（金）

～17日（月）

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）

休会

議案審議、質疑、討論、採決

休会

常任委員会

休会

一般質問

休会

一般質問

調整日（一般質問）

委員会報告、議案審議、質疑、討論、採決、閉会

※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

サガファームランド

ＮＨＫラジオ『民謡を訪ねて』
公開収録観覧者募集

小さな仕事もお受けします
シルバー人材センター

平成31年 1月期
職業訓練受講生募集

募集訓練科 定員

電 気 設 備 施 工 科 １８

機 械 も の づ く り 科 １２

エコツアー勉強会

ゆめくれよん＋
障がい者パソコン教室

放送大学　４月生募集

家庭用浄化槽補助金
申請のお知らせ

情報掲示板 愚 お知らせ 情報掲示板 愚 お知らせ・募集・講習会・教室
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　円滑な事業継承を進めるため、現

経営者、後継者の心構えなど、事例

を交えて分かりやすく解説します。

と　　き　11 月 20 日（火）15 時～ 17 時

と　こ　ろ　鹿島商工会館３階大会議室

講　　師　奥山慎次さん（中小企業診断士）

参　加　費　無料

申込期限　11 月 13 日（火）

詳しくは　鹿島商工会議所

　　　　　緯０９５４（６３）３２３１

　マイナス１歳（妻の妊娠期）から

夫婦が協力して家事、育児を行う重

要性やお互いに気遣う声のかけ方、

男女の考え方の違いなどを学ぶ講座

を開催します。

と　　き　11 月 11 日（日）

　　　　　10 時 30 分～ 12 時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階多目的室

対　　象　夫婦または男性のみ

　　　　　※特に妻が妊娠している人、これからお

　　　　　　子さんを持つことを考えている人など

定　　員　先着20組（無料託児所あり）

詳しくは　ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン九州

　　　　　緯０９０（９１６８）６３７６

　『地域包括ケアシステムの一端を

担う私たちの取り組み』をテーマに

研究発表会を開催します。

と　　き　11 月 10 日（土）15 時～ 18 時 35 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　芳珠記念病院

　　　　　　　　仲井培雄　理事長

参　加　費　無料　※申込不要

詳しくは　志田病院

　　　　　緯０９５４（６３）１２３６

　地域の皆さんや医療機関、福祉施

設で働くスタッフを対象に耳鼻咽喉

科医師、言語聴覚師が、分かりやす

く『嚥下』について講演します。

と　　き　11 月 14 日（水）

　　　　　18 時 30 分～ 19 時 30 分

と　こ　ろ　エイブルホール

講　　師　織田病院嚥下サポート委員会

　　　　　医師、看護師、言語聴覚師

詳しくは　織田病院　神代

　　　　　緯０９５４（６３）３２７５

　糖尿病についての話や運動を学べ

る講座を開催します。血糖値が気に

なる人や現在治療中の人、予防のた

めなど、どなたでも参加できます。

と　　き　11 月 16 日（金）

　　　　　９時 30 分～ 12 時 30 分

と　こ　ろ　織田病院６階セミナー室

参　加　費　無料

申込期限　11 月 12 日（月）

※当日は、動きやすい服装、運動靴で参加してください

詳しくは　織田病院健康管理センター　土井

　　　　　緯０９５４（６３）３３３２

相　談

　佐賀県行政書士会による講座・相

談会を開催します。

と　　き　11 月 16 日（金）14 時～ 16 時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい３階大会議室

　煙講座　　　　14 時～ 15 時　

　煙無料相談会　15 時～ 16 時　

詳しくは　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

と　　き　11 月 18 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（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

　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・ところ　10 時 30 分～ 15 時

　煙 11 月９日（金）

　　　メディカルモールしろいし

　煙 11 月 10 日（土）

　　　道の駅太良

相　談　料　無料　※申込不要

県内 10 カ所で開催されます

詳しくは　佐賀県介護保険事業連合会

　　　　　緯０９５２（３７）１１３１

狂無料法律相談（市民優先）

　８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

　22 日（木）市民会館 2 階

　受付９時 30 分～ 10 時 30 分（先着６人）10 時開始

　総務課 緯（６３）２１１１

狂法律・行政合同相談　市役所５階

　８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

狂厚生年金・国民年金相談

　新世紀センター２階会議室１

　６日・20 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

　１日（木）10 時～ 15 時

狂消費生活相談　市民会館２階第５会議室

　毎週月・金曜日（祝日を除く）

　９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

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）

　11 日（日）10 時～ 14 時 30 分

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

　21 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

　27 日（火）10 時～ 16 時　要予約

　NPO 法人それいゆ緯０９０（６２９６）７５５０

狂介護に関する相談　保険健康課

　月曜日～金曜日９時～ 17 時

狂就農に関する相談　農林水産課

　月曜日～金曜日９時～ 17 時

狂土地・建物に関する無料相談所

市民会館２階第５会議室

　27 日（火）13 時 30 分～ 16 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

　21 日（水）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

　多彩なイベントを用意してお待ち

しています。※小雨決行

と　　き　11 月 18 日（日）10 時～

と　こ　ろ　中木庭ダムやまびこ広場周辺

　煙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》

　煙ダム内部・発電所見学会

　煙郷土芸能などの出し物

　煙体験、飲食コーナー

　煙おたのしみ抽選会　など

能古見木工まつり　同時開催！

詳しくは　のごみふれあい楽習館

　　　　　緯０９５４（６２）３３７３

と　　き　11 月 25 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

参　加　費　１チーム 4,000 円

チーム編成　１チーム 10 人以内

申込締切　11 月９日（金）

申込・問合せ先

　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

　

　３年ぶりの古枝小『学習発表会』

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２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

　煙若草保育園和太鼓演奏

　煙ドローン実演＆親子操縦体験

　煙高所作業車試乗体験（九州電力）

　煙足ツボマッサージ体験

　煙かし丸くんとじゃんけん大会

　煙直売、振る舞いコーナー

　煙ガラポン抽選会　など

詳しくは　古枝公民館

　　　　　緯０９５４（６２）２７４９

と　　き　11 月４日（日）受付９時～

　　　　　※雨天時は 11 日（日）に延期

と　こ　ろ　道の駅鹿島（発着）

　　　　　約12km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（保険料含む）

　　　　　中学生以下　200 円（保険料含む）

そ　の　他　参加者全員に記念品あり

かかし祭りin鹿島　同時開催！

詳しくは　同実行委員会　馬郡

　　　　　緯０９５４（６２）８９４４

　　　　　七浦公民館

　　　　　緯０９５４（６２）８３２５

　地区内外の交流を深めるため、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

　煙もちつき　煙農水産物販売

　煙手すきのり体験　煙園児出し物

　煙味わう会（食券 500 円）

　煙お楽しみ抽選会　など

詳しくは　七浦公民館

　　　　　緯０９５４（６２）８３２５

　生徒による成果発表を行います。

と　　き　12 月 15 日（土）

　　　　　11 時 30 分～ 13 時 30 分

と　こ　ろ　鹿島実業高等学校、

　　　　　鹿島高校大手門学舎

内　　容　高校生レストラン

　メニュー　松花堂弁当、殿さんうどん

食券販売　当日券はありませんので、

　　　　　事前購入をお願いします。

　と　き　11 月７日（水）９時～ 16 時

　ところ　鹿島実業高等学校事務室

詳しくは　鹿島実業高等学校

　　　　　緯０９５４（６３）３１２６

　皆さん、ぜひお越しください。

と　　き　11 月 18 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

　煙和太鼓演奏・ソングリーディング（嬉野高校）

　煙踊り（藤間智賀穂　社中）

　煙旭ヶ岡保育園マーチング

　煙ちびっこナース・薬剤師体験

　煙ダンス・手話歌　煙作品展示

詳しくは　文化祭実行委員会

　　　　　緯０９５４（６３）１２３６

　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４日（日）

　　　　　９時～14時（８時30分集合）

集合場所　市役所ピロティ（正面玄関前）

参　加　費　500 円（保険料含む）

※昼食はカレーを作ります

詳しくは　佐賀県自然観察指導員

　増田　緯０８０（２７０５）１８１４

　中村　緯０９０（８３９１）８０７７

狂琴路神社秋祭り

　２～３日（金～祝）琴路神社～新宮神社

狂鹿島市文化祭

　２～４日（金～日）エイブルほか

狂消防車庫点検

　11 日（日）８時 30 分～各消防車庫

その他の相談

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

糖尿病市民公開講座

ゆうあい公開セミナー
　　　 　 　 　 　 　 　 　 　えんげ

地域嚥下サポート勉強会

その他のイベント

事業継承セミナー

中木庭ダム駅伝大会

多良岳秋の森の観察会志田病院　研究発表会

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６期の口座振替日は

１１月３０日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

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

志田病院　文化祭

食品調理科
学習成果発表会古枝ふれあいまつり

オレンジロード
のんびりウォーク

七浦の里　大収穫祭

中木庭ダムフェスタ

これで安心！はじめての相続 ・遺言
市民向け講座

弁護士による
無料法律相談会

マイナス1歳からの
イクカジ講座

11月11日は介護の日
介護の日　相談会
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　円滑な事業継承を進めるため、現

経営者、後継者の心構えなど、事例

を交えて分かりやすく解説します。
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参　加　費　無料

申込期限　11 月 13 日（火）

詳しくは　鹿島商工会議所

　　　　　緯０９５４（６３）３２３１

　マイナス１歳（妻の妊娠期）から

夫婦が協力して家事、育児を行う重
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　　　　　　　　仲井培雄　理事長

参　加　費　無料　※申込不要
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　　　　　緯０９５４（６３）１２３６

　地域の皆さんや医療機関、福祉施

設で働くスタッフを対象に耳鼻咽喉
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　　　　　緯０９５４（６３）３２７５

　糖尿病についての話や運動を学べ
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申込期限　11 月 12 日（月）

※当日は、動きやすい服装、運動靴で参加してください

詳しくは　織田病院健康管理センター　土井

　　　　　緯０９５４（６３）３３３２

相　談

　佐賀県行政書士会による講座・相
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　煙無料相談会　15 時～ 16 時　
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　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

と　　き　11 月 18 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（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

　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。
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　煙 11 月９日（金）

　　　メディカルモールしろいし
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　　　道の駅太良

相　談　料　無料　※申込不要

県内 10 カ所で開催されます
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　　　　　緯０９５２（３７）１１３１

狂無料法律相談（市民優先）

　８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
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　受付９時 30 分～ 10 時 30 分（先着６人）10 時開始
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　※無料法律相談と同時開催
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　６日・20 日（火）10 時～ 12 時、13 時～ 15 時

　要予約　市民課緯（６３）２１１７
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　月曜日～金曜日９時～ 17 時

狂土地・建物に関する無料相談所

市民会館２階第５会議室

　27 日（火）13 時 30 分～ 16 時 30 分

狂ファイナンシャルプランナーによ
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イベント

　多彩なイベントを用意してお待ち

しています。※小雨決行
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　１０月１９日、富山県で開催された全国消防

操法大会に鹿島市消防団（古枝分団）が出場し、

見事入賞を果たしました。

　鹿島市が全国大会に出場したのは３８年ぶり、

また、佐賀県勢の入賞は３２年ぶりの快挙とな

りました。　　　　　　（関連記事　２ページ）

　１０月１９日、富山県で開催された全国消防

操法大会に鹿島市消防団（古枝分団）が出場し、

見事入賞を果たしました。

　鹿島市が全国大会に出場したのは３８年ぶり、

また、佐賀県勢の入賞は３２年ぶりの快挙とな

りました。　　　　　　（関連記事　２ページ）

鹿島市消防団　全国大会出場！鹿島市消防団　全国大会出場！
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囲碁サミット 2018 in 鹿島囲碁サミット 2018 in 鹿島

第 44 期天元戦第３局
寛蓮子ども囲碁教室　ほか

第 44 期天元戦第３局
寛蓮子ども囲碁教室　ほか

同時
開催

と　き　11月23日（祝）９時～

ところ　祐徳稲荷神社

と　き　11月23日（祝）９時～

ところ　祐徳稲荷神社

煙第44期天元戦第３局

煙寛蓮子ども囲碁教室

煙プロ棋士による指導碁

煙天元戦大盤解説・感想戦

※『プロ棋士による指導碁』参加希望

　の人は、電話でお申し込みください。 国民栄誉賞
井山裕太天元
国民栄誉賞

井山裕太天元

碁　聖　寛　蓮
鹿島囲碁大会
碁　聖　寛　蓮
鹿島囲碁大会

関連
イベント

　どなたでも参加できる囲碁
大会です。賞品もあります。
　ぜひお越しください。
　参　加　費　2,000 円（弁当付）
　　　　　　小学生 1,000 円
　申込期限　11 月 20 日（火）
電話でお申し込みください

　同大会事務局　藤永
　緯０９５４（６２）６３１３

詳しくは

と　き　11月24日（土）９時～

ところ　市民交流プラザかたらい

と　き　11月24日（土）９時～

ところ　市民交流プラザかたらい

日本の未来　子どもたちの明日　囲碁とともに日本の未来　子どもたちの明日　囲碁とともに

煙第１部　講　演『こどもの命をつなぐ囲碁』
　　　　　　　講　師　原　安喜子さん

　　　　　　　　　　　（ＩＧＯコミュニケーションズ）

　　　　　　　　　　　重野　由紀さん

　　　　　　　　　　　（日本棋院常務理事）

煙第２部　パネルディスカッション
　　　　　　　テーマ『囲碁による子どもの育成』

煙交流会・天元戦第３局前夜祭（参加費5,000円）

　　国民栄誉賞の井山裕太天元が参加予定です。

　　ところ　割烹清川　※生涯学習課までお問い合わせください

と　き　11月22日（木）13 時～
ところ　第１・２部　生涯学習センターエイブル
と　き　11月22日（木）13 時～
ところ　第１・２部　生涯学習センターエイブル

入場
無料

　生涯学習課社会教育・文化係

　緯０９５４（６３）２１２５

　姉０９５４（６３）２３１３

　生涯学習課社会教育・文化係

　緯０９５４（６３）２１２５

　姉０９５４（６３）２３１３

申込・問合せ先

１月号12月号

11月２日 11月30日

広報かしま原稿締切日鹿島市役所　総務部　企画財政課　〒849ー1312　佐賀県鹿島市大字納富分２６４３番地１
緯 0954（63）2114　姉 0954（63）2129　ＵＲＬ　http://www.city.saga-kashima.lg.jp/

広報かしま　編集・発行
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