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　中木庭ダム湖畔公園やダム周辺には、６月になると、

青やピンク、紫のあじさいが花を咲かせます。

　一面に広がるあじさい園を散策してみませんか。

　建中木庭ダムあじさい祭り　６月 22 日（土）・23 日（日）

　　　　　　　　　　　　　　　（関連記事 25 ページ）

あじさいあじさい
写真写真
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　１０月１日に消費税が１０％へ引上げられることから、所得の少ない人や小さな乳幼児のいる子育て世帯の消

費に与える影響を緩和するため、１０月から使用ができるプレミアム付商品券が全国的に販売されます。

　今回のプレミアム付商品券は、１冊5,000円分の商品券を4,000円で購入することができます。

　プレミアム付商品券について　商工観光課商工労政係　緯０９５４（６３）３４１２

　住民税のことについて　　　　税務課課税係　　　　　緯０９５４（６３）２１１８

詳しくは

胸令和元年度（平成 31 年度）の住民税が課税されていない人

　※住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護者等は対象外

　購入限度　５冊（２０,０００円（２５,０００円分））

胸学齢が３歳未満（平成 28 年４月２日～令和元年９月 30 日生）の子どもがいる世帯の世帯主

　※子どもの人数に乗じた数まで商品券が購入可能

　購入限度　５冊（２０,０００円（２５,０００円分））×３歳未満児数

恭購入対象者（それぞれの条件で購入可）恭購入対象者（それぞれの条件で購入可）

購　入　方　法　購入対象者については、商品券の購入申請書（住民税非課税者のみ）、商品券購入引換券を

　　　　　　　市から直接該当する世帯へ９月下旬から随時お送りします。

使用可能店舗　鹿島市近辺の店舗を幅広く募集します。詳しくは７月号に掲載します。

恭購入方法と使用可能店舗恭購入方法と使用可能店舗

プレミアム付商品券のご案内プレミアム付商品券のご案内
煙煙煙煙１０月から使える消費税対策の商品券煙煙煙煙煙煙

　プレミアム付商品券の案内は基本的に、住民票がある市町村から送付されます。配偶者等からの暴力を理由に、

お住まいの市町村に住民票を置いていない人は、福祉課へ問い合わせください。

　福祉課社会福祉係

　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくはプレミアム付商品券に関する支援について

にご注意くださいにご注意ください
プレミアム付商品券を販売するために、鹿島市から手数料などの振込を求めることやＡＴＭ

（銀行・コンビニなどの現金自動支払機）の操作をお願いすることは、絶対にありません。

プレミアム付商品券を販売するために、鹿島市から手数料などの振込を求めることやＡＴＭ

（銀行・コンビニなどの現金自動支払機）の操作をお願いすることは、絶対にありません。

プレミアム付商品券に関するプレミアム付商品券に関する

“特殊詐欺”“個人情報の詐取”“特殊詐欺”“個人情報の詐取”
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＜がけ崩れ＞ ＜土石流＞ ＜地すべり＞

土砂災害の前兆現象

猿猿猿猿猿　自主防災組織の活動助成・補助について　猿猿猿猿猿
　市では、災害による被害を予防・軽減する活動を行うため、住民の皆さんが

自主的に設置する自主防災組織の結成や活動の活性化を支援しています。

　　　【助成・補助の例】

　　　　煙新たに自主防災組織を結成する際の助成金

　　　　煙自主防災組織が実施する訓練等に要する費用

　　　　煙自主防災組織に備える防災資機材整備に要する費用

※詳しくは総務課防災係　緯（６３）２１１２までお問い合わせください

雨の強さと感じ方

　１時間に１５ミリ以上または連続して１００ミリ以上の大雨が降れば、土砂災害、水災害への注意が必要です。

　特に、梅雨の終わりごろになると、地面に水がしみ込みにくくなっています。日ごろから、強い雨や弱くとも

１時間以上の長雨の際には土砂災害に対する意識が必要です。

　１時間に１５ミリ以上または連続して１００ミリ以上の大雨が降れば、土砂災害、水災害への注意が必要です。

　特に、梅雨の終わりごろになると、地面に水がしみ込みにくくなっています。日ごろから、強い雨や弱くとも

１時間以上の長雨の際には土砂災害に対する意識が必要です。

胸雨の降り方に注意しましょう胸雨の降り方に注意しましょう

　総務課防災係　緯０９５４（６３）２１１２　総務課防災係　緯０９５４（６３）２１１２詳しくは

災害災害 に備えてに備えて
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胸緊急避難場所を確認しておきましょう胸緊急避難場所を確認しておきましょう

　次の施設は、市が自然災害ごとに指定している緊急避難場所の一覧です。

地
区 名　称

収容可
能人数

大
雨

台
風

地
震

津
波

市民武道館 ○290人 ○ ○ ○

田澤記念館 ○60人 ○

六洲荘 ○230人 ○

鹿島高等学校赤門学舎 ○670人 ○ ○ ○

鹿島高等学校大手門学舎 ○670人 ○ ○ ○

市民交流プラザかたらい ○790人 ○ ○ ○

市民球場 ○40人 ○ ○ ○

鹿島商工会議所 ○120人 ○

鹿島小学校 ○420人 ○ ○ ○

市民体育館 ○630人 ○ ○ ○

西部中学校 ○1,000人 ○ ○ ○

生涯学習センターエイブル ○420人 ○ ○ ○

ＪＡさが鹿島支所 ○330人 ○

明倫小学校 ○430人 ○ ○ ○

のごみふれあい楽習館 ○610人 ○ ○ ○

能古見小学校 ○250人 ○ ○ ○

ＪＡさが能古見支所 ○70人 ○

鹿
　
　
　
　
島

能
　

古
　

見

地
区 名　称

収容可
能人数

大
雨

台
風

地
震

津
波

古枝小学校 ○250人 ○ ○ ○

林業センター（古枝公民館） ○70人 ○

林業体育館 ○390人 ○

祐徳稲荷神社参集殿 ○230人 ○

臥竜ヶ岡体育館 ○400人 ○ ○ ○

東部中学校 ○690人 ○ ○ ○

浜小学校 ○250人 ○ ○ ○

五ノ宮神社 ○20人 ○

北鹿島体育館 480人 ○ ○

北鹿島公民館 ○60人 ○ ○

北鹿島小学校 ○250人 ○ ○

圓徳寺 ○50人

漁村センター（七浦公民館） ○110人 ○

七浦小学校 ○290人 ○

七浦海浜スポーツ公園体育館 ○300人 ○

七浦小学校音成分校 ○100人 ○ ○ ○

古
　
枝

七
　
浦

○ ○

○ ○

浜

北
　

鹿
　

島

○ ○

胸避難時の心得胸避難時の心得

毅豪雨時には、防災行

　政無線や屋内放送、

　広報車による避難勧

　告などに注意してお

　きましょう。

毅車での避難は、歩行

　者や緊急車両の通行

　の妨げとなるので使

　用を避けてください。

毅切れた電線のそばなど、危険な場所に

　は近寄らないようにしましょう。

毅非常時の食料は３日分を目処に備蓄し

ておきましょう。また、自分が必要な物

はすぐに持ち出せるよう準備しておきま

しょう。

緊急避難場所は段階的に開設します。防災無線などで

お知らせしますので、放送に注意しておきましょう。

防　災　特　集
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防　災　特　集

　総務課防災係

　緯０９５４（６３）２１１２

詳しくは
内閣府　避難勧告 検索

栢詳しく知りたい人は

　内閣府　防災情報のページ

既に災害が発生している状況です。

命を守るための最善の行動をとりましょう。
警戒レベル５ 災害発生情報

（市町村が発令）

警戒レベル４ 避難勧告　避難指示（緊急）
（市町村が発令）

速やかに避難先へ避難しましょう。公的な避難場所まで

の移動が危険と思われる場合は、近くの安全な場所や、

自宅内のより安全な場所に避難しましょう。全員避難

警戒レベル３ 避難準備・高齢者等避難開始
（市町村が発令）高齢者等は避難

避難に時間を要する人（高齢の人、障害のある人、乳幼

児等）とその支援者は避難をしましょう。その他の人

は、避難の準備を整えましょう。

避難に備え、ハザードマップ等により、自らの避難行動

を確認しましょう。
洪水注意報　大雨注意報等

（気象庁が発表）
警戒レベル２

早期注意情報
（気象庁が発表）

警戒レベル１ 災害への心構えを高めましょう。

警戒レベル４で
　　　全員避難！

全
員
避
難
！

全
員
避
難
！

高
齢
者
等
は

　
　
避
難
！

高
齢
者
等
は

　
　
避
難
！

４警戒
レベル

３警戒
レベル

警戒レベル１

警戒レベル２

心構えを高める 避難行動の確認 避難に時間を要する人は避難を 安全な場所へ避難

　出水期（６月ごろ）より、『警戒レベル』を用いた避難

情報が発令されます。市町村から警戒レベル　　　　が

発令された地域は速やかに避難してください。

４３

警戒レベル　　は既に災害が発生している状況です５

警戒レベルで

避難のタイミング
を伝えます

胸水害・土砂災害の防災情報の伝え方が変わります胸水害・土砂災害の防災情報の伝え方が変わります

　県の現地調査結果をもとに『土砂災害警戒区域』および『土砂災害特

別警戒区域』が指定されました。

　指定された区域では、新たに家を建てる場合に建築確認申請が必要に

なるなどの制限がかかる場合があります。

　杵藤土木事務所

　緯０９５４（２２）４１８４

　都市建設課土木管理係

　緯０９５４（６３）３４１５

詳しくは

今回の指定地区

鹿　島　地　区　

　城内、高津原、西牟田、納富分

能古見地区　

　伏原、下浅浦、中浅浦、上浅浦、

　大木庭、東三河内、西三河内、

　中川内、早ノ瀬、大野、広平

特別警戒区域ではさらに警戒区域では

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

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

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

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

胸土砂災害警戒区域・特別警戒区域について胸土砂災害警戒区域・特別警戒区域について



６ Ｒ1（2019）.６.1　広報かしま

Ｐ　Ｈ

3000 個 /cm3 以下

60mg/l 以下

測定項目

ＢＯＤ

全窒素

全リン

大腸菌群

5.8 ～ 8.3

20mg/l 以下

8mg/l 以下

基準値 ４月

7.0

ＮＤ

2.5

0.23

0

５月

6.8

ＮＤ

1.9

0.13

5

６月

7.1

ＮＤ

2.0

2.2

0

７月

7.0

ＮＤ

3.5

0.92

16

８月

7.0

ＮＤ

3.1

2.7

0

９月

6.9

ＮＤ

2.1

1.2

0

10 月

7.1

ＮＤ

2.1

0.96

0

11 月

7.2

ＮＤ

1.1

0.83

0

12 月

7.2

ＮＤ

2.5

0.77

83

１月

7.1

ＮＤ

2.1

0.74

4

２月

6.9

ＮＤ

2.3

0.68

0

３月

6.9

ＮＤ

2.6

0.28

29

平成３０年度　放流水検査結果（第１処理場・・・鹿島市・嬉野市）

Ｐ　Ｈ

3000 個 /cm3 以下

60mg/l 以下

測定項目

ＢＯＤ

全窒素

全リン

大腸菌群

5.8 ～ 8.3

20mg/l 以下

8mg/l 以下

基準値 ４月

6.5

ＮＤ

3.1

0.39

0

５月

6.7

ＮＤ

2.7

0.15

2

６月

6.8

ＮＤ

3.7

0.23

0

７月

6.6

ＮＤ

4.5

0.49

0

８月

6.9

ＮＤ

11.0

0.38

0

９月

6.7

ＮＤ

4.5

0.27

0

10 月

7.0

ＮＤ

5.4

0.074

32

11 月

6.7

ＮＤ

5.2

0.39

0

12 月

6.6

ＮＤ

6.7

0.16

0

１月

7.6

ＮＤ

1.8

0.27

0

２月

6.8

ＮＤ

3.4

0.14

0

３月

6.4

ＮＤ

3.4

0.15

0

平成３０年度　放流水検査結果（第２処理場・・・太良町）

※ＢＯＤとは、河川水などの汚染度を示すもので、数値が大きくなればより水質が汚濁していることになります。

　ＢＯＤ測定で０．５未満はＮＤ表示

市　町　名 し　　　尿

１７,０２１.１２鹿　島　市

嬉　野　市

太　良　町

合　　　計

１０,６５１.５１

４,２８３.２１

３１,９５５.８４

浄化槽汚泥

６,７５５.９４

７,７９０.８８

３,３２２.２１

１７,８６９.０３

合　　　計

２３,７７７.０６

１８,４４２.３９

７,６０５.４２

４９,８２４.８７

前年比

△１.８９％

△０.４１％

２.１３％

△０.７５％

平成３０年度　搬入量 （単位：ｋｌ）

　鹿島・藤津地区衛生施設組合

　緯０９５４（６２）２６５４　姉０９５４（６３）９１４５

詳しくは

　鹿島・藤津地区衛生施設組合では、鹿島市・嬉野市・太良町の約６万６千人のし尿および浄化槽汚泥を処理して

います。平成３０年度の搬入量および放流水検査数値を下記のとおり報告します。なお、放流水は毎月１回の法定

検査を実施していますが、すべて基準値内でありました。

組合長　　口　久俊（鹿島市長）

鹿島・藤津地区衛生施設組合鹿島・藤津地区衛生施設組合
からのお知らせからのお知らせ
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　企画財政課財政係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

怯特別会計 

2,627万円 （100.0％）谷田工場団地造成・分譲事業 2,627万円 2,627万円 （100.0％）

会　計　名 予算額 収入済額（収入率） 支払済額（執行率）

4億9,332万円 （25.1％）公共下水道事業 19億6,729万円 14億3,674万円 （73.0％）

35億3,164万円 （90.5％）国民健康保険 39億0,069万円 36億1,567万円 （92.7％）

3億8,804万円 （92.8％）後期高齢者医療 4億1,798万円 4億0,687万円 （97.3％）

44億3,927万円 （70.3％）計 63億1,223万円 54億8,555万円 （86.9％）

怯基金の状況

財政調整基金

基金の名称

公共施設建設基金

減債基金

その他の基金

計

14億3,171万円

平成29年度末
現　在　高

1億9,677万円

7億0,440万円

5億1,578万円

28億4,866万円

13億2,698万円

平成30年度末
現　在　高

1億9,056万円

6億4,330万円

7億7,116万円

29億3,200万円

△1億0,473万円

増減額

△621万円

△6,010万円

2億5,538万円

8,334万円

怯企業会計（水道）

区　分 執行額

収益的
5億8,238万円収入

4億7,120万円支出

資本的
1億2,130万円収入

4億5,483万円支出

怯市債（借金）の残高見込額

区　分

公共下水道事業特別会計

107億8,912万円

平成29年度末
残　　高

53億4,450万円

161億3,362万円

12億7,984万円

4億5,040万円

17億3,024万円

7億0,780万円

平成30年度
償還見込額

4億0,655万円

11億1,435万円

113億6,116万円

平成30年度末
残高見込額

53億8,835万円

167億4,951万円

平成30年度
発行見込額

70.2％

平成29年度末
交付税算入率

48.0％

一般会計

計

　平成３０年度下半期（３月３１日まで）の予算執行状況をお知らせします。

　なお、３月３１日までに収入および支出の完了していないものは、５月３１日の出納閉鎖日までに行い、９月議

会に提案したあと、平成３０年度決算として皆さんにお知らせします。

平成30年度 　下半期予算執行状況平成30年度 　下半期予算執行状況

怯一般会計 （予算額 １５１億９,８４２万円）

10 20 30 40 50（億円）010 20 30 40（億円）0

凡例 凡例
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　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

お
知
ら
せ

国民健康保険税の内容が見直されます

怯賦課限度額の引き上げ
　国民健康保険税のうち医療分の賦課

限度額を３万円引き上げます。

３万円
増　額

増減なし
増減なし

３万円

区　分 現　行
５８万円 ６１万円

改正後
医療分

１９万円 １９万円
１６万円 １６万円介護納付金分
９３万円 ９６万円合　計

後期高齢者支援金分

怯低所得世帯の軽減制度の拡充
　低所得世帯の負担をより軽減するため、国民健康保険税の５割軽減と２割軽減の制度を拡充します。

　世帯の所得が、下表の金額を超えない場合に軽減の対象となります。なお、７割軽減は変更ありません。

区　分
７割軽減

５割軽減

２割軽減

３３万円（基礎控除額）
現　行 改正後

改正なし
３３万円＋２７万５千円×（被保険者数＋

特定同一世帯所属者数）

３３万円＋２８万円×（被保険者数＋

特定同一世帯所属者数）

３３万円＋５０万円×（被保険者数＋

特定同一世帯所属者数）

３３万円＋５１万円×（被保険者数＋

特定同一世帯所属者数）

※特定同一世帯所属者　国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人で、継続して同じ世帯に属する人

　令和元年度（平成３１年度）からの国民健康保険税について、次の３つの点で変更があります。

怯旧被扶養者の減免期間の変更
　社会保険等の被用者保険から後期高齢医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康

保険被保険者となったもの（旧被扶養者）については、激変緩和措置として、国民健康保険税が減額されていま

す。この減免制度について、均等割額と平等割額の減額期間が、下記のとおり見直されます。

※既に資格取得した旧被扶養者も対象です。

　なお、５割および７割軽減に該当する世帯

　は減免が適用できない場合があります。

区　分
所得割額 当分の間免除

現　行 改正後
変更なし

均等割額 当分の間半額 資格取得日から２年間半額
平等割額 当分の間半額 資格取得日から２年間半額

お
知
ら
せ

支給対象者　０歳から中学校修了前までの子ども（平成

　　　　　16 年４月２日以降生まれ）を養育している人

受付期間　喰６月 13 日（木）～ 14日（金）９時～ 20 時

　　　　　喰６月 15 日（土）９時～ 16時

受付場所　市役所５階大会議室

※期間内に都合がつかない人は、６月中に福祉課で手
　続きをしてください

　福祉課社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

持　参　品　①印鑑（認印可）

　　　　　②受給者の健康保険証

　　　　　③受給者名義の通帳

　　　　　④配偶者または子どもの住民票が市外にあ
　　　　　　る場合、その人のマイナンバーが確認で
　　　　　　きるもの

※②と③は、現在児童手当が振り込まれている口座の

　名義人のものが必要です

中学修了前までの子どもを養育している人は
児童手当の現況届が必要です

　手当を引き続き受給できるか、所得制限にかかっていないかを確認する『現況届』は、受給中の人すべてが提出

する必要があります。詳しくは、６月定期払いの支払通知をご覧ください。

※６月上旬にハガキなどで案内がない人は、今年度の現況届の提出は不要です。
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　市では、社会教育の一環として、人権問題に対する正しい理解と認識を深め、人権が尊重される社会をつくるた

め、市民の皆さんを対象とした人権学習会を開催します。ぜひ、ご参加ください。

お
知
ら
せ

人権学習会のお知らせ

人権・同和対策課　緯０９５４（６３）２１２６申込・問合せ先

１ 6月 19 日（水） 19時 30 分～ 21 時 インターネットと人権

回 期　日 時　間 テーマ

３ ７月 30 日（火） 13時 30 分～ 15 時 子どもの人権～児童虐待防止について～

２ 7月 09 日（火） 19時 30 分～ 21 時 女性の人権

５ 8月 30 日（金） 19時 30 分～ 21 時 障がい者の人権

４ 8月 06 日（火） 19時 30 分～ 21 時 同和問題と人権英

７ 9月 25 日（水） 13時 30 分～ 15 時 高齢者の人権

６ 9月 13 日（金） 13時 30 分～ 15 時 同和問題と人権衛

日時およびテーマ 場所：エイブル３階研修室

お
知
ら
せ

生活の中で困りごとはありませんか

恭生活お困りごと相談のご案内（要予約）
　健康や家庭、就労、家計の問題など、生活の中でのお困りごとに

対して具体的なプランを一緒に考え、自立に向けた支援を行います。

　相談は無料です。来所できない人には、相談支援員が直接ご自宅

まで伺います。　※相談の内容に応じて適切な機関につなぎます

　鹿島市生活自立支援センター

　（社会福祉協議会内）

　緯０９５４（６２）２４４７

相談窓口

生活お困りごと相談について

恭生活保護制度について
　生活保護制度は、何らかの原因で日々の暮らしに困っている人に

対して、当面の生活を国が保障し、その人が自分で生活できるよう

に手助けしようとする制度です。制度について詳しくお聞きになり

たい人は福祉課までご相談ください。

　福祉課生活保護係

　緯０９５４（６３）２１１６

相談窓口

生活保護制度について

内　　容　市内全校区の小学校各クラブで学童保育

応募資格　働く保護者を応援する元気で明るい人

試験日時　後日連絡します

　福祉課社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

募
　
集 鹿島市放課後児童クラブ支援員を募集します

放課後児童クラブ

支援員

【平　日】14 時～ 18時 10 分
　　　　14 時～ 19時

【土曜日】14 時～ 18時 10 分

【長期休暇】７時 30 分～ 19 時
　　　　の６～８時間程度

契約日

～令和２年３月 31 日

〒８４９－１３１１
鹿島市大字高津原３５２４番地３
ハローワーク鹿島

〒８４９－１３１２
鹿島市大字納富分２６４３番地１
福祉課社会福祉係

【平　日】７時 30 分～ 18時 10 分
　　　　の６～８時間程度

放課後児童クラブ

補充支援員

７月 22 日～８月 27日

（夏休み期間）

募集区分 雇用期間 勤務時間 提出先

募集締切　６月 14 日（金）　※郵送可、必着

申込方法　市のホームページからダウンロードまたは

　　　　　福祉課に備え付けの専用履歴書に必要事項

　　　　　を記入し、提出してください。
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お
知
ら
せ

　農業委員会事務局　緯０９５４（６３）３４１７詳しくは

農業委員会からのお知らせ

恭農業者年金の現況届をお忘れなく！！

　６月は、農業者年金受給者の現況届を提出する

月になっています。現況届が各家庭に届いたら、

6月末までに農業委員会へ提出してください。

恭鹿島市内農地の賃借料情報

　農地法の改正により、従来の標準小作料制度が

廃止され、代わるものとして地域ごとの実勢賃借

料情報を提供しています。市ホームページをご覧

ください。

※なお、転用等が終わった後は、法務局での地目変更の

　手続きをお願いします。
検索農地（農業委員会）

※市ホームページ内検索

次のような場合には、農業委員会で手続きが必要です。

　煙農地を売る、貸す（裏作含む）、転用するとき

　煙水田を畑に変更、または水田や畑を埋め立てて形を　 
　　変えるとき

　煙相続により農地を取得したとき
　　（持参品　相続登記が確認できる書類、申請者の認印）

管理について

潤井戸のフタの施錠や、柵を設けるなどして、周辺に

　人や動物が入らないようにしましょう。

潤定期的に点検して、清潔にしておきましょう。

潤新たに設置する場合は、事前に水道法の水質基準に

　準じた検査を行い、安全を確認しましょう。

水質検査について

　１年に１回、専門機関による検査を行うとともに、

日ごろから水の色、臭い、味などに気をつけて、異常

があれば必要な水質検査を行いましょう。

汚染が分かったとき

　水質検査の結果、汚染が判明したときや、人に害を

及ぼすおそれがあることを知ったときは直ちに使用を

やめ、利用者に連絡するとともに、市環境下水道課ま

たは杵藤保健福祉事務所にご相談ください。

飲み水に利用されている井戸水、湧水、沢水などの飲用井戸等は、適正な衛生管理をお願いします。

　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６

　杵藤保健福祉事務所　緯０９５４（２２）２１０３

詳しくは

お
知
ら
せ

飲用井戸等の衛生管理をお願いします

　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　令和２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　６月３日（月）～

　　　　　※予算がなくなり次第、受付を終了します
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　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０　後期高齢者医療広域連合　緯０９５２（６４）８４７６詳しくは

お
知
ら
せ

後期高齢者医療保険の軽減制度が見直されます

怯均等割軽減の５割・２割軽減の減額基準見直し（対象者の拡充）

区　分

５割軽減

現　行

３３万円＋２７万５千円 × 被保険者数　以下の世帯

　令和元年度（平成３１年度）からの後期高齢者医療保険の軽減制度について、次の３つの点で変更があります。

改正後

３３万円＋２８万円 × 被保険者数　以下の世帯

２割軽減 ３３万円＋５０万円 × 被保険者数　以下の世帯 ３３万円＋５１万円 × 被保険者数　以下の世帯

怯旧被扶養者の均等割軽減特例の段階的見直し
　後期高齢者医療保険の資格取得前に被用者保険（市町村国民健康保険・国保組合を除く）の被扶養者であった

人の均等割軽減は、令和元年度（平成３１年度）以降、資格取得後２年間（２４カ月間）に限り５割軽減となり

ます。なお、所得割額は引き続きかかりません。

怯均等割軽減特例（９割・８.５割軽減）の段階的廃止
　７割軽減対象者に特例として上乗せされていた軽減措置を段階的に見直します。

※９割軽減対象者は、年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の軽減強化といった支援策の対象となります。

　ただし、課税者が同居している場合は対象となりません。また、年金生活者支援給付金の支給額は年金保険

　料の納付実績等に応じて異なります。

　８.５割軽減対象者は、年金生活者支援給付金の支給の対象とならないこと等を踏まえ、激変緩和の観点から、

　１年間に限り８.５割軽減を据え置くこととします。

8.5 割軽減の区分　基礎控除（33 万円）以下
7 割

平成 30 年度まで
8.5 割

令和元年度
7.75 割

令和２年度
7 割

令和３年度

8 割 7 割9 割軽減の区分　うち、世帯の被保険者全員の各種所得なし

均等割の軽減割合対象者の所得要件
（世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額）

お
知
ら
せ

　今年度の狩猟免許試験は右の日程で行われま

す。イノシシ被害の自衛駆除のためにも免許の

取得をお勧めします。また、初心者の合格率を

高めるための予備講習も開催されますので、初

心者の人は必ず受講してください。

　女性の資格所有者もおられます。女性もぜひ

参加ください。

書類提出先　佐賀県猟友会鹿島支部

※書類作成に時間がかかることもありますので、

　お早めにお問い合わせください。

　佐賀県猟友会鹿島支部　森田

　緯０９０（１９２０）２３６７

詳しくは

狩猟免許試験のお知らせ
～イノシシ被害から農地の自衛をしてみませんか？～

興鹿島市では『狩猟免許取得費補助』を行って

　います

　補助金額（定額）　３０,０００円

　農林水産課農政係

　緯０９５４（６３）３４１３

詳しくは

免許種別 と　き と　こ　ろ

わな猟
７月 17 日（水）

10 時～ 17 時

相知交流文化センター

（唐津市相知町）

８月１日（木）

10 時～ 17 時 県射撃研修センター

（佐賀市大和町）あみ猟・わな猟

第一・二種銃猟

８月４日（日）

９時～ 17 時

あみ猟・わな猟

わな猟

第一・二種銃猟

令和２年１月 26 日（日）

９時～ 17 時

県森林会館

（佐賀市本庄町）

わな猟
７月９日（火）

９時 20 分～ 15 時

相知交流文化センター

（唐津市相知町）

７月27日（土）～28日（日）

９時 20 分～ 15 時

県射撃研修センター

（佐賀市大和町）

わな猟

第一・二種銃猟

令和２年１月 18 日（土）～ 19 日（日）

９時 20 分～ 15 時

県森林会館

（佐賀市本庄町）

あみ猟・わな猟

第一・二種銃猟

狩
猟
免
許
試
験

予
備
講
習

胸予備講習　受講料　7,000円　テキスト代　3,000円
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建おくすりノートを持っていきましょう

く ら し
の６月

June

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

怯子どもの健診

４か月児健診
（平成31年2月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成29年11月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成27年11月生まれ）

26 日（水）

27 日（木）

13 日（木）

13時10分～13時30分

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、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 5・12・19・26 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 20 日（木） 13時30分～13時50分
内　容　体重測定、個別相談
対　象　平成 31 年 4 月生まれ

赤ちゃん相談 19 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） 11 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

幼児食教室 25 日（火） 10時～10時30分
内　容　おやつ作り、個別相談　※申込期限６月 18 日（火）
対　象　1 歳 6 か月～就学前の児と保護者（先着 10 組）

成人健康相談 5 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 27 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 29 年 6 月生まれ（希望者のみ）

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

日 在宅当番医 所在地
織田病院　　　　　緯０９５４（６３）３２７５
谷口医院　　　　　緯０９５４（６６）３５６８
樋口医院　　　　　緯０９５４（４３）１６５２
福田医院　　　　　緯０９５４（４３）０５５０

11日
4日

18日
25日

鹿島市
嬉野市
嬉野市
嬉野市

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）
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情報掲示板ワイド

お
知
ら
せ

　税金は、皆さんの暮らしや行政サービスを支える大切な財源です。必ず納期限内に納付をお願いします。

　市では、市税を納付した皆さんとの公平を保ち、滞納の解消を図るために、支払い能力があるにもかかわらず納

付をしない人には、武雄県税事務所と共同して法律に基づき『差押え』などの滞納処分を行っています。

　税務課納税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

武雄県税事務所と共同で
『差押え』による徴収強化に取り組んでいます！

滞納発生
▼

財産調査
▼

差押え
▼

換価（現金化）
▼

滞納金へ充当

差押えによる市税徴収の流れ
怯財産調査

　滞納者の財産を官公署・金融機関・生命保険会社などに対し調査します。

給与所得者の場合、勤務先に対する給与照会を行います。

怯差押え

　督促状を発した日から起算して１０日を経過

した日までに完納されないときは滞納者の財産

を差し押さえなければならないと定められてい

ます。

潤差押え財産の例

喰預貯金、生命保険、給与　喰不動産

喰家宅捜索（動産などの差押え）　喰自動車

差押え例（タイヤロック）

　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

　この調査は、調査員が全国すべての事業所の活動状態を実地

に確認し、新たに把握した事業所など一部の事業所には調査票

を配布することにより行います。

　調査へのご理解とご協力をよろしくお願いします。

お
知
ら
せ

経済センサス - 基礎調査にご協力ください

怯経済センサス‐基礎調査とは？

　事業所および企業の活動状態を調査し、すべての産業

分野の事業所および企業の基本的構造を明らかにします。

　調査結果は各種統計調査の基礎となります。

　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４詳しくは
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みんなのあんしん介護保険

介護保険料の軽減措置が拡充されます介護保険料の軽減措置が拡充されます
　介護保険料の１段階から３段階まで（住民税非課税世帯等）に該当する人の保険料の軽減措

置が拡充されます。※令和２年度も保険料の軽減措置の拡充を予定しています。

第１段階

煙生活保護の受給者
煙老齢福祉年金受給者で、本人と世帯全員が住民税非課税の人
煙本人も世帯員も住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額＋
　その他の合計所得金額が８０万円以下の人

0.375 26,940 円

第２段階
本人の前年の課税年金収入額＋その他の合計所得
金額が８０万円を超え、１２０万円以下の人本人も世帯員も

住民税非課税の場合

0.625 44,904 円

第３段階
本人の前年の課税年金収入額＋その他の合計所得
金額が１２０万円を超える人

0.725 52,080 円

段　階 段　階　対　象　者 保険料率 保険料（年額）
［基準額×割合］

介護保険料段階別年額表（令和元年度）　※基準額：5,986 円（月額）　71,832 円（年額）

恭介護保険料の減免制度について
　第１号被保険者（６５歳以上の人）や、その被保険者が属する世帯の生計を主として維持する者に対して、下記

のような場合に減免の対象となります。

《災害等による減免》
　・震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき

　・死亡またはその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき

　・事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により収入が著しく減少したとき

　・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき

《低所得者減免》
　保険料段階が１～３段階に該当する人で、下記①～④迄のすべてに該当する場合。ただし、生活保護受給者は該当しません。

　①収入が次のいずれかに該当するもの。

　　【Ａ】保険料段階が１段階の人で、世帯全員の収入額が４２万円（他の世帯員１人につき１８万円ずつ加算）以下

　　【Ｂ】保険料段階が２・３段階の人で、世帯全員の収入額が８４万円（他の世帯員１人につき３６万円ずつ加算）以下

　②住民税課税者に扶養されていないこと

　③住民税課税者と生計を共にしていないこと

　④資産等を活用しても、なお生活が困窮している状態にあるとき。

栢令和元年度（平成３１年度）の介護保険料額納入通知書は、普通徴収（納付書払い）は６月中旬、
　特別徴収（年金天引き）は７月中旬に郵送します

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

　市保険健康課長寿社会係　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

　福祉課障がい福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

身体障がい者相談・知的障がい者相談身体障がい者相談・知的障がい者相談
　身体障害者福祉法および知的障害者福祉法に基づく身体・知的障

がい者相談員をご存じですか？相談員の役割は

　焔障害者手帳を持っているけれど、どういうサービスが受けられるの？

　焔障害者手帳を取得するにはどうしたらいいの？

　焔困っているけれど誰に相談していいか分からない・・・など

　相談を受け、必要なときには適切な機関への案内などを行います。

　市では、この相談員を４人に委嘱しています。

　お気軽にご相談ください。

恭身体障がい者相談員

馬場　順男　緯０９５４（６２）９３８５

松尾　　義　緯０９５４（６２）１７９６

鈴山　千尋　緯０９５４（６２）７８１８

恭知的障がい者相談員

　堀　　祐子　緯０９５４（６２）１６１６
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市役所
保健センター

休館日はありません

3・10・17・24 日（月）、
27 日（木）

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

4・11・18・25 日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

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（土）
2 日（日）
8 日（土）
9 日（日）

15 日（土）
16 日（日）
22 日（土）
23 日（日）
29 日（土）
30 日（日）

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
峰松建設　　　　　　緯（６２）２０６８
岡田電機　　　　　　緯（６３）１１６４
鹿島工設　　　　　　緯（６３）１３２３
山口工業　　　　　　緯（６０）４０７４
佐賀庭苑　　　　　　緯（６２）８８１６
植松建設　　　　　　緯（６２）３５２６

郭広報かしまはパソコン、スマホからも
　見ることができます
URL　https://www.city.saga-kashima.lg.jp

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

建おくすりノートを持っていきましょう

夜　　間：杵藤地区消防本部救急医療情報案内
緯０９５４（２２）４２０７
※休日・夜間の小児救急医療は12ページをご覧ください

平成３１年４月３０日現在

3・10・17・24 日（月）

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

日 在宅当番医 当番薬局
志田病院　緯（６３）１２３６2 日（日） 溝上薬局北鹿島店
薬師寺医院　緯（６３）５２８１9 日（日） アルナ薬局浜町店
中村医院　緯（６３）９２３４16 日（日）
別府整形外科　緯（６３）３０６３23 日（日） 溝上薬局西牟田店
織田病院　緯（６３）３２７５30 日（日） 溝上薬局スカイロード店

祐信堂薬局

1・8・15・22・29 日（土）、
2・9・16・23・30 日（日）

3・10・17・24 日（月）

4・11・18・25 日（火）

怯ひろばの集い

10 日（月）

　『は ・ 歯 ・ はのおはなし day♪』

24 日（月）

　『つくろう四七夕さま day』

（共通）

時　間　11 時～ 11 時 45 分（予定）

場　所　子育て支援センター

対　象　５か月～就学前児と保護者

栢予約・利用料不要

※詳しくは facebook をご覧ください

鹿島市
－

－ 4 人能古見

浜

北鹿島

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

29,149

13,752

3,432

2,959

2,776

3,463

2,767

13,768

15,381

10,807

5,429

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

25 人 9 世帯

－ 24 人 1 世帯

1,154 世帯 1 世帯

1,016 世帯

1,252 世帯

1,015 世帯

941 世帯

5 人

5 人

2 人

1 人

5 人

20 人

8 世帯

3 世帯

1 世帯

1 世帯

－

－

－

－
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こんなときこのひとこと・学校だより

Shawn:

Stephanie:

This is the best concert ever!...Oh no!
This is their last song?! It feels like the 
concert just started!
Time flies when you’re having fun.

（シャーウィン）

（ステファニー）

このコンサート今までで最高！大変

だぁ！これ最後の曲だ！まだ始まった

ばかりみたいだね！

楽しい時間はすぐ過ぎるね。

今月のキーフレーズ

“Time flies when you’re having fun”

この表現は、「楽しい時間はすぐ過ぎる」という意味で使われます。

No.162

スティーブン先生

四Filipino Words四
（フィリピンの言葉）

　　オラス　　　　　　　　　　　　　　コンシエルト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カンタ

Oras：時間　　Konsiyerto：コンサート・ライブ　　Kanta：歌う・歌

Mason:

Elisa:

This party is so much fun! Oh wow! It’s 
already 2AM! I have to go home!
Time flies when you’re having fun.

（メイソン）

（エリサ）

このパーティーすごく楽しいね。わぁ

もう午前２時だ！家に帰らなきゃ！

楽しい時間はあっという間に過ぎるね。

学 校 だ よ り

鹿島実業高校

No.265

～最後の開校記念行事～

寓鹿島実業高校　校歌

　　４月２６日、来年３月に閉校を迎える鹿島実業高等学校の開校記念行

事を行いました。校長先生から本校のこれまでの歴史、校歌に謳われてい

る込められた思い、卒業生の活躍などの講話がありました。その後、最後

の在校生である３年生の代表生徒から下級生へメッセージが伝えられまし

た。それぞれが新設鹿島高等学校をどのような学校にしたいか、将来どの

ような人物でありたいかを考える良い機会になったようです。

噛学校の歴史を聞き、これまで学校

　名も変わり、今はない学科があっ

　たことに驚きました。少しでもい

　い学校にするために１日１日を大

　事にしていきたいです。

噛記憶に残せるような学校にしたい

　と思いました。地域との交流の機

　会があるので、花のボランティア

　や酒蔵ツーリズムなど、より多く

　のボランティア活動に参加したい

　です。

噛鹿島実業高校の伝統を受け継ぎ、

　何事も諦めず、進化し続ける学校

　を目指したい。向上心をもって自

　分自身を成長させていきたい。

噛今の鹿島実業高校があるのは昔か

　らのいい伝統を先輩方が次の世代

　へと繋げてくれたからだと思いま

　した。歴史や伝統に誇りをもって、

　鹿実らしさ、がんばりを後輩に伝

　えられるように過ごしたいと思い

　ました。

生徒感想（一部抜粋）
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文化・スポーツの結果

 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！　※学年の表記は大会開催日時点です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

文化・スポーツの結果文化・スポーツの結果

皐第33回佐賀県中学校軟式野球大会

　開　催　日　４月 20・27 ～ 29 日、５月３～５日（みどりの森県営球場）

　　優勝　西部中学校野球部

皐第36回若獅子旗西日本なぎなた大会

　開　催　日　３月 24 日（福岡県アクシオン福岡）

　小学生高学年の部　【演技競技】　最優秀

　　　　　　　　　　【個人試合】　３位

　　　　　　　　大谷　舞桜（明倫小６年）

　小学生低学年の部　【個人試合】　２位

　　　　　　　　大谷　実穂（明倫小２年）

皐第12回全日本ジュニアテコンドー大会西日本地区大会

　開　催　日　５月 12 日（熊本県阿蘇市体育館）

　【小学４年男子－33kg 級】

　　優勝　川島　真友（浜小４年）

　【小学２年男子－24kg 級】

　　２位　今村　旭来（明倫小２年）

皐第45回記念保裕旗争奪森安修道館少年剣道大会

　開　催　日　３月 24 日（福岡県田川市総合体育館）

　【小学４年生の部】　優勝　野中　龍臥（鹿島小４年）

皐読書活動優秀実践校表彰

　文部科学大臣表彰　明倫小学校

　子どもたちが本を好きになるように、さまざまな読

書活動を実践している学校として、明倫小学校が文部

科学大臣表彰を受賞されました。

皐第41回全国海の子絵画展

　農林中央金庫理事長賞　岩永　吏人（鹿島小３年）

　全漁連会長賞　佐々木　康伍（明倫小５年）

皐佐賀県スポーツチャレンジ

　【８の字とびの部】　優勝　浜小学校１・３・４・５年

　【マラソンの部】　優勝　浜小学校３年

　県内の全小学校を対象に、１年間記録をとり続ける

スポーツチャレンジに参加した浜小学校が、８の字跳

びの部で、１年生171回、３年生405回、４年生409回、

５年生 472 回を記録。また、50ｍ走の速さをマラソ

ンの距離に換算して競うマラソンの部では、３年生が

トータル２時間 14 分 58 秒を記録して県内１位にな

りました。

皐佐賀県ソフトテニス競技強化練成大会

　開　催　日　４月 27 日、５月２・５日（佐賀市営テニスコート）

　　優勝　西部中学校男子ソフトテニス部

皐第29回佐賀県中学生バレーボール男女選手権大会

　開　催　日　４月 27～ 28 日（思斉中学校体育館）

　　２位　西部中学校女子バレーボール部
　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

　
興第45回佐賀県観桜少年サッカー大会

　優勝　ＦＣレヴォーナＪｒ

興観桜中学軟式野球大会

　優勝　西部中学校

興四地区対抗鹿島観桜テニス大会

　優勝　鹿島地区

興第40回県下少女バレーボール観桜大会

　優勝　古枝小学校（市民体育館）、能古見小学校（鹿島小体育館）

　　　　鹿島小学校（能古見ふれあい楽習館）、浜小学校（明倫小体育館）

興鹿島市観桜卓球大会

　【シングルスＣ級女子】　優勝　土井　悦子（鹿島クラブ）

　　　　　　　　　　　　２位　内川　弘子（鹿島クラブ）

興第64回鹿島観桜弓道大会

　【一般女子】　優勝　谷口　亜紀子　　

　　　　　　　２位　徳島　桂子

　【高校男子】　優勝　渋谷　一成（鹿島実高）

　　　　　　　２位　中島　慈苑（太良高）

　【高校女子】　優勝　小笠原　理恋（鹿島高）

　　　　　　　２位　川代　陽奈乃（鹿島実高）

興観桜福祉囲碁大会

　【Ａパート】　優勝　田中　康麻　　２位　谷口　信行

　【Ｂパート】　優勝　岩丸　勝徳　　２位　千々岩　博敏

興観桜学童軟式野球大会

　優勝　北鹿島少年　　２位　鹿島少年

興観桜ゲートボール大会

　優勝　常広Ｂ　　２位　常広Ａ　　３位　よせあつめ

興さくらまつり少年剣道大会

　【団体】小学生の部　優勝　臥龍徳心館　２位　三道会　

　　　　中学生の部　優勝　東部中学校　２位　西部中学校

　【個人】

　小学３年生以下　優勝　小川　琉毅斗（臥徳館）

　　　　　　　　　２位　土井　星来（明倫館）

　小学４年生　　　優勝　天野　春馬（臥徳館）

　　　　　　　　　２位　松本　龍磨（臥徳館）

　小学５年生　　　優勝　野中　龍臥（臥徳館）

　　　　　　　　　２位　小川　桜夢（臥徳館）

　小学６年生　　　優勝　天野　美姫（臥徳館）

　　　　　　　　　２位　山口　慧花（臥徳館）

　中学１年生　　　優勝　植松　泰士（能古見）

　　　　　　　　　２位　橋爪　悠（能古見）

　中学男子２・３年生　優勝　山口　裕大（東部中）

　　　　　　　　　　　２位　　平　寿充（東部中）

　中学女子２・３年生　優勝　大島　みなみ（東部中）

　　　　　　　　　　　２位　小野原　和心（東部中）

桜まつり関連行事の大会結果をお知らせします桜まつり関連行事の大会結果をお知らせします ３月中旬～４月上旬開催
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このごみどの袋・人権の輪

内なる欲求に支えられた学びの大切さ
～『名前と住所を』『読み書きを』の願いを叶えた学び～

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

　２０１９年３月２８日付の琉球
新聞に『７６歳の牧野さん、夜間
中卒業』の記事が載りました。
　『牧野さんは、沖縄戦の混乱と
家計を支えるための労働により、
小学２年までの教育で学びの道を
閉ざされました。「名前と住所だ
けでも、書けるようになりたい。」
と夜間中学への通学を決意。しか
し、体力的にも厳しい時期や脳梗
塞発症もあり通えない時期もあり
ましたが、それでも学びを諦めま
せんでした。
　２度の脳梗塞を乗り越え、孫ほ

ど年の離れた同級生たちに見守ら
れながら卒業の時を迎えた。』と
いう記事でした。
　さて、皆さんは、１９６３（昭
和３８）年１２月２１日に公布さ
れた『義務教育諸学校の教科用図
書の無償措置に関する法律』をご
存知でしょうか。高知県のある地
区で始まった『識字学級』の学び
に端を発する法律です。貧しい暮
らしの中、学びの機会がなかった
人々は日本国憲法の一字一句を読
めるようにと始めた『識字』活動。
その活動の中で、「義務教育はこ

れを無償とする」という一文に出
会い、『教科書をタダにする会』
を立ち上げて教科書無償闘争を始
めました。憲法に則った運動であ
ることを認められる反面、交渉を
打ち切られたり、誹謗中傷にさら
されたりと厳しい運動となりまし
た。やがて、この運動は高知の一
部地域にとどまらず京都・奈良・
大阪でも取り組まれ前出の法律と
なり、１９６４年から各地で次第
に無償となりました。１９６９年
からは完全無償となり、全国の小
中学校の児童生徒が教科書を手に
することができました。
　学ぶ目的は、人それぞれだと思
いますが、自分の生き方に直結す
る学びがあることを自覚したいも
のだとつくづく思います。

平成３０年度小中学校『人権標語』特選・準特選の作品を紹介します

ひとのこと　じぶんとおきかえ　かんがえよう　中村　あすみ（能古見小１年）
高め合う　君がいるから　頑張れる　　　　　　松本　心佑（東部中１年）

※学年は平成 30年度人権標語
紹　介
人権標語
紹　介

No.149

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

Ｑ、ごみステーションに出しているペットボトルはその後どうなりますか？Ｑ、ごみステーションに出しているペットボトルはその後どうなりますか？

　　　　ご　　　み

ＧＯＭＩのこばなし②
　　　　ご　　　み

ＧＯＭＩのこばなし②

Ａ、きれいに洗っていろいろなものにリサイクル！
　覚収集業者が、ペットボトルを回収して異物を取り除き、一定の

　　大きさのかたまり（ベール）に圧縮して保管します。

　覚リサイクル業者が、ペットボトルを選別して細かく砕き洗浄し、

　　再度、衣料品・卵のパック・洗剤のボトルなどの原料として使

　　用できる製品をつくります。このほか化学的に分解し、清涼飲

　　料などのペットボトル用の樹脂にもなります。

市民の皆さんからごみステーションに出されるペットボトルの重さは年間約５０トンです。

各家庭でラベルとキャップをはずし、中身を軽くゆすぎ、つぶさないで出してください。
参
考

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”！

　日本容器包装リサイクル協会の品質検査が４月 19 日に行われ、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、

鹿島市は最高の“A”でした！分別のご協力ありがとうございます。
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エイブルからのお知らせなど

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 図書館からのお知らせ

市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

　床の間コーナーでは鹿島市内の寺院が

所有する涅槃図を展示しています。

　涅槃図とは、仏教を開いた釈迦が亡く

なったときに弟子や動物たちが釈迦を囲

み、嘆き悲しんでいる様子を描いたもの

です。涅槃会（ねはんえ）という法要で

用いられます。

　後期は岩松院が所蔵されている涅槃図

を展示しています。縦の長さが３ｍ近く

ある涅槃図で、多くの種類の生き物が描

かれています。

　この機会にぜひご鑑賞ください。

　【展示】６月 30 日（日）まで

　※７月からは、『石橋美代子七宝作品展』

　　　　　　　　　　　　を予定しています

に行ってみよう

　　　　　　　　 ね　は　ん　ず

鹿島の涅槃図
～受け継がれてきた文化遺産～

床の間
コーナー

　図書館の業務の一つに、調べもの相

談（レファレンス）があります。相談

を受け付けた中で、他の方にも役立つ

ものを国立国会図書館のレファレンス

協同データベースに登録し、共有財産

にしています。当館は多くの事例を登

録したとして、昨年に続き今年もお礼

状をいただきました。これも利用者の

皆さんのおかげです！

　市民の方からの寄付金で、閲覧用椅子１１脚

と閲覧机仕切り、児童書を購入しました。

　これまでよりゆっくりくつろげる空間になり

ました。ありがとうございました。

興寄付金で購入しました興

国立国会図書館長よりお礼状をいただきました国立国会図書館長よりお礼状をいただきました

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

20 人
ゼロから始める大人のための
　　　　脳トレ英会話《夜コース》

６月 13日～ 11月 28 日
[ 木曜日　全 12回 ]
19 時～ 20 時 30 分

20 人
ゼロから始める大人のための
　　　　脳トレ英会話《午後コース》

６月 11日～ 11月 26 日
[ 火曜日　全 12回 ]
14 時～ 15 時 30 分 エイブル３階

研修室Ａ
500 円／１回

テキスト代 1,400 円程度
田中　勝子さん

15 人
エイブル３階

研修室
パソコン教室　～ Excel 中級編～

６月 14日～７月５日
[ 金曜日　全４回 ]
９時 30 分～ 12 時

4,000 円（４回分前納）
テキスト代 1,400 円程度

ピアニカの魔術師第５回
えいぶる事業

　魔術師がピアニカに素敵な魔法を！子どもたちの身近な楽器ピアニカの新
たな魅力に出会えるコンサートです。
と　　き　９月８日（日）開演 14 時
と　こ　ろ　エイブルホール（開場13時 30 分）
料　　金　大　　　人 2,000 円
　　　　　中・高校生 1,000 円
　　　　　小学生以下　500 円
発売：会員（先行）７月 21 日（日）　一般７月 28 日（日）　煙会員各 500 円引き　煙当日各 500 円増し

なつかしの映画上映会第４回
えいぶる事業

噛張込み／1958年　噛白い巨塔／1966年　
噛黒い画集　あるサラリーマンの証言／1960年
噛悪い奴ほどよく眠る／1960年
と　　き　７月 20 日（土）・21日（日）
と　こ　ろ　エイブルホール
料　　金　６月 15 日（土）発売
　１日券：大人 500 円　会員・高校生以下 300 円　通し券：大人 800 円　会員・高校生以下 400 円

20 人
エイブル３階
研修室Ｂ

韓国語教室　～初級編～
７月３日～ 12月 18 日
[ 水曜日　全 12回 ]
19 時 30 分～ 21 時

500 円／１回
テキスト代 2,400 円程度

　キム　　　キョンスク

金　慶淑さん

株式会社ジェピック

全席指定
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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

６月は食育月間です６月は食育月間です
食育とは?

・生きる上での基本であって、知育、徳育およ

　び体育の基礎となるべきもの。

・さまざまな経験を通じて『食』に関する知識

　と『食』を選択する力を習得し、健全な食生

　活を実践することができる人間を育てること。

食育月間を機会に食生活の大切さを見直してみ

ましょう

・食を通じたコミュニケーション

・バランスの取れた食事

・望ましい生活リズム

・食を大切にする気持ち

・食の安全性（食に関する知識と選択力）

栢毎月１９日は国が定める『食育の日』家族み

　んなで『食』について考えてみましょう

お知らせお知らせ

２回目フッ化物塗布を実施します２回目フッ化物塗布を実施します

 フッ化物塗布は、歯の質を強くし、むし歯に

なりにくくします。市では、２歳時に２回目

フッ化物塗布を行っていますので、歯みがきを

してお越しください。（予約不要）

と　　き　６月 27 日（木）

受付時間　13 時 45 分～ 14 時

そ　の　他　７月以降も毎月の１歳６か月児検診

　　　　　時に行っていますので、日程を広報

　　　　　かしまでご確認ください。

栢フッ化物塗布は３カ月ごとに継続して行うと

　効果的といわれています

食改さんの料理教室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　６月 14 日（金）10 時～ 14 時

と　こ　ろ　エイブル調理室

参　加　費　300円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角布

申込期限　６月７日（金）

歯と口の健康週間歯と口の健康週間

～のばそうよ　健康寿命　歯みがきで～
　６月４日から６月１０日までは、歯と口の健康週間

です。この機会に歯や口の健康について見直してみま

しょう。

胸８０歳になっても２０本の歯を保とう（8020運動）

胸一生自分の歯で食べよう

胸午後のスタート、ハミガキから

胸歯科健診を定期的に受けよう

５月３１日は『世界禁煙デー』５月３１日は『世界禁煙デー』

５月３１日～６月６日は『禁煙週間』です
　喫煙による健康影響には、煙が直接触れる口

や喉、肺以外にも、がん・循環器・妊娠などへ

の影響があります。また、たばこは喫煙者本人

だけでなく、たばこを吸わない周りの人の健康

にも影響を及ぼします。

　本人は喫煙しなくても身の回りのたばこの煙

を吸わされてしまうと肺がんや虚血性心疾患の

リスクが上昇、妊婦では低体重児や早産のリス

クが上昇、小児では呼吸器疾患や中耳炎、乳児

では乳幼児突然死症候群を引き起こすことが指

摘されています。皆さんも禁煙や受動喫煙の防

止にご協力ください。
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けんしんけんしん 各種検診の申込は
　　６月１４日まで
各種検診の申込は
　　６月１４日まで

　５月に配布した各種検診申込調査の内容をよく

読んで記入の上、所定の場所（申込書に記載）へ

提出してください。　申込期限　６月 14 日（金）

※インターネットでも申し込みができます。詳し

　くは同封の申込み方法をご覧ください。

検診および対象者
焔胃がん検診　　40 歳以上 79 歳以下男女

焔肺がん検診　　40 歳以上男女

焔大腸がん検診　40 歳以上男女

焔子宮がん検診　20 歳以上女性

焔乳がん検診　　40 歳以上で昨年度未受診の女性

焔前立腺がん検診　50 歳以上男性

焔肝炎ウィルス検査　30 歳以上男女で過去未検査者

骨粗しょう症検診を受けましょう骨粗しょう症検診を受けましょう

　４０歳を過ぎたら骨量チェック！対象者で希望

する人はお申込みください。

対　象　者　今年度中に、40・45・50・55・60・

　　　　　65・70歳になる人

検診日時　６月 21・28 日（金）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分

検診場所　保健センター

料　　金　600円　※ただし、市民税非課税世帯・

　　　　　　　　　　生活保護世帯と後期高齢者医

　　　　　　　　　　療制度被保険者は無料

内　　容　腕のレントゲン撮影（10 分程度）

注　意　点　妊娠の可能性がある人は受けられません

定　　員　75 人ずつ（先着）

申込期限　６月 13 日（木）

７６歳歯科健診（歯あわせ健診）を
　　　　　　　　　受けましょう
７６歳歯科健診（歯あわせ健診）を
　　　　　　　　　受けましょう

　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歯科健診を行います。口

腔内の衛生状態や口腔機能の評価など充実した内容

の健診です。ぜひ、受診してください。

　対　象　者　昭和 18 年４月１日

 　　　　　　～昭和 19 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

　　　　　　プラークの付着状態

　　　　　　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（健診後に治療を行った場合は有料）

　申込方法　対象者には受診券を送付しています。

　　　　　　同封の一覧表にある歯科医院に事前の

　　　　　　電話予約が必要です。

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

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

　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。

対　象　者　①今年度中に、65・70・75・80・85・

　　　　　　90・95・100 歳以上になる人

　　　　　②60～64歳で、心臓・腎臓・呼吸器

　　　　　　などに重い障がいのある人

接種期限　令和２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）

注意事項　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。また、

　　　　　定期接種の対象となるのは１人１回のみ

　　　　　です。栢生活保護世帯の人は無料

　地域包括支援センター　緯０９５４（６３）２１６０詳しくは

恭かしまオレンジカフェ（認知症カフェ・介護者のつどい）
　認知症の人もそうでない人も、介護をしている人もし

ていない人も気軽に立ち寄って、ほっとひといき楽しく

お茶でもしませんか。今回はウェルカムボード作りも行

います。気軽にお越しください。

と　　き　６月 19 日（水）13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　エイブル２階和室

参　加　費　無料

恭ロコモ予防運動教室開催中
と　　き　毎週金曜日 10 時～ 11 時 30 分

と　こ　ろ　のごみふれあい楽習館

　　　　　※７月からは北鹿島体育館

内　　容　ストレッチ、リズムダンスなど

対　　象　おおむね 40 歳以上

参　加　費　無料

持　参　品　タオル、飲み物、動ける服装など

地域包括支援センターからのお知らせ
どちらも参加費無料です。ぜひ、お越しください。
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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

　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

　来年の鹿島市成人式について、お

知らせします。詳細は後日、市報・

ホームページに掲載します。

と　　き　令和２年１月 12 日（日）

　　　　　受付13時～　開式14時～

と　こ　ろ　生涯学習センターエイブル

　　　　　※市民会館建替え工事のため、

　　　　　　会場が例年と異なります

栢当日は新成人のみ会場（エイブル

　ホール）に入場可能です。保護者

　の人は、エイブル内の別室モニタ

　ーで観覧できます。

詳しくは　生涯学習課社会教育・文化係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

　平成２９年に購入した１年分の雑

誌を、無料で配布します。持ち帰り

用の袋を持参してください。

と　　き　６月１日（土）～９日（日）

　　　　　９時 30 分～ 19時

　　　　　（土・日は 17 時まで）

　　　　　※３日（月）は休館

と　こ　ろ　図書館内

配　布　数　１人７冊まで

　　　　　（人気雑誌の配布制限あり）

　　　　　※４日（火）以降は配布制限なし

　　　　　※一部の雑誌は配布できません

詳しくは　市民図書館

　　　　　緯０９５４（６３）４３４３

平成３１年４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　

怯佐賀県の交通事故のうち、約４割が追突事故です

　みっつの３運動（３秒間の車間距離、３秒前の合図、３分前の出発）で、

　追突事故を防止しましょう。

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

1,678 件（－352）
84 件（－028）
47 件（－013）

2,227 人（－434）
112 人（－038）
64 人（－018）

10 人（ 00）
1人（＋01）
1人（＋01）

6,461 件（－434）
394 件（－010）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

210 件（－0 5）

行政相談員の紹介

詳しくは　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４

平成３１年４月分の市長交際費を公表します

会　費 ４月12日 5,000円 鹿島商工会議所青年部定時総会
5,000円 令和元年度（平成 31 年度）累計　5,000 円合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

家庭用浄化槽補助金
申請のお知らせ

～市民図書館からのお知らせ～

雑誌を無料で配布します

市議会６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

７日（金）　

８日（土）～

13 日（木）　

14 日（金）～

17 日（月）　

18 日（火）　

19 日（水）～

22 日（土）～

24 日（月）　

25 日（火）　

12日（水）

16日（日）

21日（金）

23日（日）

開会、会期の決定、議案の一括上程（提案理由説明）

休会

議案審議

休会

常任委員会

休会

一般質問

休会

予備日

委員会報告、議案審議、質疑、討論、採決、閉会

※一般質問の数などにより議事日程

　を変更する場合があります

※一般質問などの内容は鹿島市ＨＰ

　の『鹿島市議会』に掲載します

※ケーブルテレビでは 11 チャンネ

　ルで議会中継を放送します

令和２年　鹿島市成人式
のご案内

情報掲示板 愚 お知らせ

　　　　　緯０９５４（６３）２１１１

　来年の鹿島市成人式について、お

知らせします。詳細は後日、市報・

ホームページに掲載します。

と　　き　令和２年１月 12 日（日）

　　　　　受付13時～　開式14時～

と　こ　ろ　生涯学習センターエイブル

　　　　　※市民会館建替え工事のため、

　　　　　　会場が例年と異なります

栢当日は新成人のみ会場（エイブル

　ホール）に入場可能です。保護者

　の人は、エイブル内の別室モニタ

　ーで観覧できます。

詳しくは　生涯学習課社会教育・文化係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５
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　麦（稲）わらの焼却は、交通障害

や地域住民の煙害に対する苦情の要

因にもなります。麦（稲）わらは燃

やさず、地力維持のために“すき込

み”などを行い有機物として水田に

還元しましょう。

麦わらすき込みのメリット

煙有効な微生物が多くなるなど、地

　力が高まり生産が安定する

煙土壌が軟らかくなり、耕うん作業

　が容易になる

煙土壌の養分が高まり、肥料の削減

　が期待できる

麦わらを上手にすき込むポイント

　田植え時に麦わらが浮かないために

煙カッターを『長』に切り替え、　

　15センチ以上にカットする

煙すき込みが浅いと麦わらの密度が

　高くなるため、通常より深く耕し

　て多量の土と混ぜる　

栢詳しくは、市ＨＰ掲載の『麦わらすき

　込み実践マニュアル』をご覧ください。

詳しくは　農林水産課農政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

恭夏の準備、おまかせください

　夏の作業など、お気軽にご相談、

注文ください。

恭家庭菜園・果樹園等に剪定枝葉の

　チップ（EM 入り）はいかがですか

　剪定した枝葉をチップ化し、ＥＭ

菌を混ぜて発酵させました。この堆

肥を使いやすい『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　６月 20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　６月 20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

　１０月からの消費税率引き上げに

伴う事業者支援として、国から補助

などが受けられます。

恭軽減税率対応レジ補助

　軽減税率対象商品を扱う店舗の複

数税率に対応したレジやシステムの

改修費用を補助します。

問合せ先　軽減税率対策補助金事務局

　　　　　緯０１２０（３９８）１１１

恭キャッシュレス・ポイント還元支援

　需要平準化対策として、キャッ

シュレスを使った場合のポイント還

元を支援します。中小・小規模事業

者が営む店舗が対象です。

問合せ先　キャッシュレス・消費者還元事務局

　　　　　緯（０５７０）０００６５５

詳しくは　商工観光課商工労政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

　１０月１日からの消費税率引き上

げに伴う消費税の軽減税率制度およ

び軽減税率対策補助金制度に関する

説明会を開催します。どなたでも参

加できます。ぜひお越しください。

開催日時・場所・定員（先着）

皐６月 10 日（月）武雄市文化会館

　10 時 30 分～ 12 時　400 人

　13 時 30 分～ 15 時　400 人

皐６月 12 日（水）有明公民館（白石町）

　10 時 30 分～ 12 時　100 人

　13 時 30 分～ 15 時　100 人

皐６月 21 日（金）武雄市文化会館

　13時 30 分～ 14 時 30 分　040 人

　15 時～ 16 時　　　　040 人

参　加　費　無料（申込不要）

※当日、定員になり次第締め切ります

詳しくは　武雄税務署

　　　　　緯０９５４（２３）２１２７

　人権擁護委員は、国民の基本的人

権が侵害されないように絶えず監視

し、もし侵害があった場合には、適

切な処置を講じ、救済を図ります。

　市には次の６人の人権擁護委員が

います。人権相談は無料で秘密は守

られます。日時などはこの『情報掲

示板』の『相談』をご覧ください。

人権擁護委員

　植松　幸代さん（七　浦）

　圓成寺美和子さん（浜　町）

　廣瀬　正紹さん（能古見）

　小野原トシミさん（古　枝）

　　関　　正和さん（鹿　島）

　宮津　彰子さん（北鹿島）

詳しくは　人権・同和対策課

　　　　　緯０９５４（６３）２１２６

怯第56回鹿島おどり開催

　８月２日（金）・３日（土）19 時～ 21 時

怯おどり隊参加者募集（先着順）

募集期間　６月10日（月）～７月５日（金）

　　　　　９時～ 17時（土日を除く）

　　　　　※定員になり次第締め切ります

参　加　費　１人 200 円（18 歳以上）※うちわ付

参加条件　３曲ともに踊ることができ、

　　　　　練習会に参加した団体など

怯かしま夜市も開催します！

　今年もいろんなイベントを企画し

ます。ぜひ遊びにきてください。

と　　き　８月３日（土）17 時～ 21 時

出店希望の個人・業者を募集します。

募集締切　７月５日（金）

※定数になり次第締め切る場合があります

詳しくは　鹿島おどり事務局

　　　　　緯０９５４（６２）３９４２

　北公園内のジャブジャブ池（幼児

用水遊び場）をオープンします。

　事故防止のため、必ず保護者と一

緒にご利用ください。

と　　き　６月15日（土）～９月15日（日）

利　用　料　無料

詳しくは　生涯学習課スポーツ係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

ジャブジャブ池
プール開き！

夏の仕事、お受けします
鹿島市シルバー人材センター

６月 １日は
人権擁護委員の日

麦（稲）わらは焼却せず
有効活用を！

消費税軽減税率制度等
の説明会について

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１期の口座振替日は

６月 28 日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

鹿島おどり実行委員会
からのお知らせ

消費税率引き上げに伴う
事業者支援のお知らせ

情報掲示板 愚 お知らせ
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募　集

　それぞれの“子ども会”で鹿島お

どりに参加しませんか。

と　　き　８月３日（土）

対　　象　単位子ども会、学級単位など

募集締切　６月 28 日（金）

※子どものみの参加不可、必ず大人

　の引率責任者をつけてください。

練　習　会　７月 30 日（火）

　　　　　場所：鹿島市民体育館

申込・問合せ先

　生涯学習課社会教育・文化係

　緯０９５４（６３）２１２５

　令和２年３月までに高等学校また

は中等教育学校を卒業する見込みの

人などを対象に、税務職員を募集し

ます。受験資格、試験日時など詳し

い内容はお問い合わせください。

※国税庁ホームページでも確認できます

申込期間　６月17日（月）～26日（水）

申込方法　インターネット申込み

（http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html）

※インターネット申込みができない環境

　の場合はお問い合わせください

詳しくは　武雄税務署総務課

　　　　　緯０９５４（２３）２１２７

　　　　　福岡国税局人事第二課

　　　　　緯０９２（４１１）００３１

　

対　象　者　求職者

訓練期間　８月１日（木）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　６月 26 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

　手話奉仕員（ボランティア）の養

成を目的に研修講座を開催します。

聴覚障がい者の福祉や手話に関心の

ある人は手話を学んでみませんか。

と　　き　７月 12 日～令和２年２月７日

　　　　　毎週水・金曜日（予定）

　　　　　19 時～ 21 時

と　こ　ろ　武雄市文化会館公民館

　　　　　２階中集会室Ｂ

対　　象　16 歳以上の人

定　　員　30 人（先着）

受　講　料　無料（テキスト代3,240円）

申　込　先　市役所１階福祉課窓口

申込期限　６月 25 日（火）

※申込書は市役所１階福祉課窓口にあります

詳しくは　福祉課障がい福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

　令和元年度第２学期（10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①６月15日（土）～８月31日（土）

　　　　②９月１日（日）～ 20 日（金）

※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

と　　き　７月４日～８月８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

イベント

　父の日に合わせて、干潟交流館水

族館見学と干潟体験をします。父と

子の絆をガタで深めてみませんか。

胴長もあります。お母さんの参加も

お待ちしています。

と　　き　６月 16 日（日）

　　　　　10 時～ 12 時

　　　　　９時 45 分集合（干潟交流館２階）

定　　員　親子 20 組（40 人）

参　加　費　500 円／組

持　参　品　水着、汚れてもよいＴシャツ、

　　　　　　　短パン、タオル、水筒など

申込締切　６月 12 日（水）

申込・問合せ先　

　ラムサール条約推進室

　緯０９５４（６３）３４１６

　市では、６月９日に県内一斉美化

活動（県内基準日６月２日）を行い

ます。あらかじめ地区が選定した市

内の各海岸、河川、公園、道路など

の清掃をお願いします。環境美化、

快適な環境づくりのため、皆さんの

ご協力をよろしくお願いします。

と　　き　６月９日（日）

と　こ　ろ　各地区指定場所

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

　陶芸家　熊本義泰さんの講演会を

開催します。ぜひお越しください。

と　　き　６月 15 日（土）14 時～

と　こ　ろ　エイブルホール（入場無料）

演　　題　美しさにあこがれて

　　　　　～陶芸・絵画・町並み～

講　　師　熊本　義泰さん

詳しくは　鹿島市文化連盟　松尾

　　　　　緯０９５４（６３）２７３６

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

放送大学
１０月入学生募集

鹿島市子ども会連絡協議会

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

干潟交流館水族館見学＆癒し潟ツアー

父の日、親子でガタ体験

税務職員募集
[高等学校卒業程度]

令和元年８月期
職業訓練受講生募集

定員募集訓練科

ＣＡＤ/ＮＣオペレーション科
１５

（３科で）
溶 接 施 行 科

住 環 境 Ｃ Ａ Ｄ 科

手話奉仕員養成研修講座
受講生募集

県内一斉
ふるさと美化活動

文化講演会

情報掲示板 愚 募集・講習会・教室・イベント
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　有明海と森林保全のため、河川の

上流部に広葉樹を植樹しています。

　苗木の健全な育成のために下刈り

作業を行いますので、皆さんのご協

力をお願いします。

と　　き　７月 20 日（土）

　　　　　８時集合（市役所前）

　　　　　※荒天時は７月 27 日（土）に順延

と　こ　ろ　大谷森林公園（バスで移動）

申込期限　７月３日（水）

持　参　品　草刈鎌、軍手、

　　　　　タオル、水筒、帽子

そ　の　他　飲み物と弁当は用意します。また、

　　　　　蜂刺され防止のため、厚手の白っ

　　　　　ぽい服装で参加してください。

※蜂アレルギーの診断を受けた人は参加をご遠慮ください

詳しくは　農林水産課農山漁村係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

　ダム周辺のあじさい園を散策して

みませんか。入場無料です。ぜひ、

お越しください。※雨天決行

と　　き　６月22日（土）・23日（日）

と　こ　ろ　中木庭ダムやまびこ広場周辺

内　　容　

焔ダム内部の見学会

焔あじさい苗木プレゼント（先着100人）

焔ダム一周ウォーキング（当日受付）

焔新鮮野菜販売　ほか

詳しくは　のごみふれあい楽習館

　　　　　緯０９５４（６２）３３７３

　地域福祉活動推進を目的に、バ

ザーを開催します。

と　　き　６月 22 日（土）

　　　　　14 時～ 16 時

と　こ　ろ　林業体育館（古枝）

※今年も区長さんを通してバザー用

　品の提供をお願いしています

詳しくは　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

狂鹿島ガタリンピック

　２日（日）　七浦海浜スポーツ公園

相　談

　借り入れやローン返済の債務整理

など、相談員が面談に応じます。

と　　き　６月 19 日（水）

　　　　　７月 17 日（水）

　　　　　13 時～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　佐賀財務事務所（佐賀市）

申込期限　相談会前週の水曜日まで

申込・問合せ先（月～金９時～ 17 時）

　福岡財務支局多重債務相談窓口

　緯０９２（４１１）７２９１

　最近、『声が出にくくなった』『歩

きにくくなった』などありませんか。

　神経難病と診断された人や体の不

調などで悩んでいる人の医療に関す

る相談を無料で受けます。（要予約）

と　　き　６月 26 日（水）

　　　　　15 時～ 16 時 30 分

と　こ　ろ　杵藤保健福祉事務所（武雄市）

相　談　医　佐賀大学医学部附属病院

　　　　　鈴山耕平医師（神経内科）

申込締切　６月 19 日（水）

申込・問合せ先

　杵藤保健福祉事務所難病担当

　緯０９５４（２２）２１０５

　事前に申し込みが必要です。

と　　き　６月 16 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

狂無料法律相談（市民優先）

　13 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

　27 日（木）市役所５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

　13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

　４・18 日（火）10 時～ 12 時、13 時～ 15 時

　要予約　市民課緯（６３）２１１７

狂消費生活相談

　新世紀センター２階会議室

　毎週月・金曜日

　９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

狂人権相談

　市民交流プラザかたらい３階健康相談室

　６日（木）10 時～ 15 時

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）

新世紀センター２階会議室２

　19 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

　25 日（火）10 時～ 16 時　要予約

　NPO 法人それいゆ緯０９５２（３７）０２５０

狂ことばの相談（５人） 

保健センター（エイブル１階）

　４日（火）13 時 30 分～ 16 時 40 分

　要予約　保健センター緯（６３）３３７３

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）

　９日（日）10 時～ 14 時 30 分

狂住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　８日（土）10 時～ 12 時

狂土地・建物に関する無料相談所

市役所５階第６会議室

　25 日（火）13 時 30 分～ 16 時 30 分

狂納税相談（10 人程度） 　税務課

　19 日（水）９時～ 16 時

　要予約　税務課緯（６３）２１１８

狂くらしの手続き無料相談会

　（遺言・相続・終活・外国人関係など）

 市民交流プラザかたらい３階会議室

　21 日（金）13 時～ 16 時

　社会福祉協議会緯（６２）２４４７

狂生活お困りごと相談（要予約）

市民交流プラザかたらい３階

　月曜日～金曜日９時～ 17 時

　生活自立支援センター（社会福祉協議会内）

緯（６２）２４４７

その他の相談

その他のイベント

多重債務の
無料出張相談会

難病医療相談

弁護士による
無料法律相談会

海の森　下刈り作業

中木庭ダム
あじさい祭り

社協バザー・市内福祉施設
商品販売会

情報掲示板 愚 イベント・相談
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TopicsTopics まちの話題

　大都市圏在住の人や観光客など、鹿島の魅力を知ってもらうことを目的に、

東京都千駄木の『Shop＆café九州堂』と福岡市博多駅前の『九州郷土料理

わらび』で鹿島フェアを開催しています。

　フェア期間中は、特別イベントも開

催し、市内６酒蔵のお酒や有明海の海

産物・農産物などを使ったメニューが

提供されるほか、店内では特産品やお

土産品の販売も行われます。

　ぜひ、お越しください。

　産業支援課

　緯０９５４（６３）３４１１

詳しくは
偶『九州郷土料理わらび』

　　　６月 15 日（土）まで

鹿東京と
　福岡で 開催中島 フェアフェア

寓『Shop＆café九州堂』

　　６月 30 日（日）まで

“消費者月間”県内一斉啓発キャンペーン

　毎年５月を『消費者月間』として、消費者、事業者、行政が一体となっ

て消費者問題に関する啓発・教育などの各種事業を集中的に行っています。

　今年度は『ともに築こう豊かな消費社会～誰一人取り残さない～』を統

一テーマに、消費者問題に関するイベントとして、５月１４日にティッシュ、

啓発チラシ約５００枚を市内スーパーの店頭で配布しました。

　市では、消費生活に関する商品やサービスの契約トラブル等の相談に消

費生活相談員が応じ、助言・あっせん等を行っています。

　相　談　日　毎週月・金曜日９時 30 分～ 12時、13 時～ 16 時

　と　こ　ろ　新世紀センター２階会議室

　商工観光課商工労政係　緯０９５４（６３）３４１２詳しくは

　市のスポーツの普及・発展に貢献のあった個人に功労賞が、全国大

会等で優秀な成績を収めた個人・団体に優秀選手賞が授与されました。

サッカー一般男子（鹿島市サッカー協会）県民体育大会優勝

バレーボール一般女子（鹿島市バレーボール協会）県民体育大会優勝

弓道男女混成（鹿島市弓道連盟）県民体育大会優勝

ゲートボール男女混成（鹿島市ゲートボール協会）県民体育大会優勝

優秀選手賞〔団体の部〕
（４団体）

優秀選手賞〔団体の部〕
（４団体）

宮﨑　久子（鹿島市ソフトテニス連盟）全国大会３位

山口　和廣（鹿島市ソフトテニス連盟）全国大会３位

森田　敏正（西部中水泳）全国大会７位

優秀選手賞〔個人の部〕
（３人）

優秀選手賞〔個人の部〕
（３人）

西山　嘉代子（鹿島市体育協会レクリエーション部）特別功労賞（１人）特別功労賞（１人）

煙煙煙煙煙　鹿島市体育協会表彰受賞者（敬称略）　煙煙煙煙煙
　鹿島市体育協会

　緯０９５４（６２）３３７９

詳しくは
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