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佐賀県遺産

【永渓山泰智寺（野畠地区）】

本堂、山門、墓所

　永渓山泰智寺は、本尊を釈迦如来とし脇侍文殊菩薩・普

賢菩薩を置く曹洞宗の古刹であり、鹿島鍋島家の最初の菩

提寺です。墓所には開基である忠茂公とその夫人の五輪塔

が納められた御霊屋をはじめ、歴代藩主の御霊が祀られて

おり、歴代藩主の遺髪も納められています。

　１６５０年（慶安３年）の大火で建物は一度焼失します

が、本堂は１７４２年（寛保２年）に、山門は１７４３年

（寛保３年）に再建されています。１７９６年（寛政８

年）の暴風雨で山門は倒壊したものの、１７９８年（寛政

１０年）に現在の山門は再建されています。

　えい　　けい　　ざん　　たい　　ち　　　じ

永渓山泰智寺
　えい　　けい　　ざん　　たい　　ち　　　じ

永渓山泰智寺

本堂 山門

墓所

げん　ぼ　さつ

わき　じ　もん　じゅ　ぼ　さつ　　　　ふ
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　佐賀県では、“景観が美しい地区”や“地域を象徴する建造物”を次の世代、２２世紀まで残すべき

貴重な資産として、保存・活用を支援するため、佐賀県遺産制度が実施されています。

　『佐賀県遺産』は、有識者などからなる佐賀県美しい景観づくり審議会の審議を経て、佐賀県知事が

認定します。５月１５日、永渓山泰智寺と中村與右衛門屋敷が新たに佐賀県遺産に認定され、鹿島市では、

光武酒造場、中島酒造場、矢野酒造、馬場酒造場に次ぐ認定となりました。

【中村與右衛門屋敷（音成地区）】

主屋、土蔵、茶室、石橋、堀、正門

　中村與右衛門屋敷は江戸時代からの庄屋屋敷であり、

代々の当主は中村與右衛門を襲名されています（現当主は

１２代目）。七浦地区の多良岳山系と有明海の間の扇状地

に位置しており、開かれた平地に見える堀と石橋が、日常

の田園景観を際立たせています。

　現在の屋敷は、第４代七浦村長として４０年に渡って村

政の発展に尽くした１０代目中村與右衛門（当主寛治氏）が、

明治４３年に江戸時代の屋敷をその形状のまま建替えたも

のであり、正門や主屋、茅葺の茶室など、一部が建築当初

のままの姿で残されています。

　なか　　むら　　よ　　　　え　　　もん　　や　　しき

中村與右衛門屋敷
　なか　　むら　　よ　　　　え　　　もん　　や　　しき

中村與右衛門屋敷

正門 主屋

茶室

かん　じ
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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

皐第42回剛柔会九州地区空手道選手権大会

　開　催　日　６月 16 日（熊本県八代市総合体育館）

　【一般男子形・一般男子組手】

　　２位　馬場　海星（長崎国際大１年）

皐佐賀県中学生春季ソフトテニス選手権大会

　開　催　日　５月 11 日（唐津市松浦河畔公園庭球場）

　【個人】　優勝　井田　隼介（西部中１年）・中島　繋人（西部中２年）

　開　催　日　５月 18 日（県森林公園庭球場）

　【団体】　３位　西部中学校ソフトテニス部

皐第33回佐賀県柔道整復師会中学生柔道錬成大会

　開　催　日　５月 12 日（県総合体育館柔道場）

　【低学年男子 55kg 級】　２位　片渕　聡太（西部中２年）

　【男子 90kg 級】　　２位　橋本　巧海（西部中３年）

　【男子 81kg 級】　　２位　植松　恭平（西部中３年）

皐全日本ジュニアレスリング選手権大会

　開　催　日　４月 27 ～ 28 日（神奈川県横浜文化体育館）

　【カデット　グレコローマン 48kg 級】　３位　白川　剣斗（西部中３年）

皐第33回九州少年少女レスリング選手権大会

　開　催　日　５月 11 ～ 12 日（鳥栖市民体育館）

　【中学生女子 43kg 級】　優勝　松尾　環那（清和中１年）

　【小学１・２年 26kg 級】　２位　末次　健人（鹿島小１年）

　【年長 21kg 級】　　３位　松尾　綾乃（若草保育園）

　【小学１・２年 22kg 級】　３位　清水　大雅（能古見小１年）

　【小学１・２年 26kg 級】　３位　清水　菜央（能古見小２年）

　【小学３・４年 34kg 級】　３位　松尾　駿冴（浜小３年）

　【小学３・４年＋42kg 級】　３位　末次　郁斗（鹿島小３年）

　【中学生男子 51kg 級】　３位　白川　剣斗（西部中３年）

　【団体の部】　　　　３位　鹿島レスリングクラブ

皐第７回瀬戸内レスリング選手権大会

　開　催　日　５月 19 日（山口県平生町体育館）

　【年長 20kg 級】　３位　松尾　綾乃（若草保育園）

　６月１７日、再編統合した鹿島・鹿島実・新鹿島高

校の生徒が、ＮＨＫ杯県高校野球大会と県高校総体の

優勝報告に市役所を訪れました。

　ＮＨＫ杯県高校野球大会では、野球部が鹿島高校と

して５７年ぶり、鹿島実高として１６年ぶりの優勝を

果たし、県高校総体では、それぞれの団体、個人の部

で優秀な成績を収めました。

　ＮＨＫ杯で優勝を果たした野球部主将の平古場海斗

さん（３年）は「苦しい試合が続いたが、１回戦の佐

賀学園に勝てたことで自信がついた。この勢いのまま

甲子園を目指したい」と話し、高校総体のなぎなた競

技で優勝した森朋花さん（３年）と荒川夏羽さん（３年）

は「大会では集中して自分たちのペースでできた。全

国大会では技術をさらに高め、気持ちを前に自信を

持って臨みたい」と先を見据えていました。

皐第66回NHK杯佐賀県高等学校野球大会

　開　催　日　５月 31 日～６月４日（みどりの森県営球場ほか）

　　優勝　野球部

皐第57回佐賀県高等学校総合体育大会

　開　催　日　５月 31 日～６月４日（県総合運動場ほか）

　《団体》　優勝　女子ソフトボール部

　　　　　　　　男子弓道部

　　　　　２位　男子ソフトテニス部

　《個人》　優勝　

　　レスリング　【57kg 級】　森田　珠海（２年）

　　レスリング　【80kg 級】　北村　勇気（３年）

　　レスリング　【92kg 級】　芹川　力亜（３年）

　　なぎなた　【演技競技】　森　朋花・荒川　夏羽（３年）

鹿島・鹿島実・新鹿島高校優勝報告
ＮＨＫ杯佐賀県高等学校野球大会・佐賀県高等学校総合体育大会

鹿島・鹿島実・新鹿島高校優勝報告
ＮＨＫ杯佐賀県高等学校野球大会・佐賀県高等学校総合体育大会

煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙

　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
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初度登録年月　平成 15年 9月

走　行　距　離　158,693　km

車検有効期限　令和元年９月 25 日

最低売却価格　300,000 円（税抜き）

　　　　　　　栢現状渡し 

初度登録年月　平成 15年 9月

走　行　距　離　158,693　km

車検有効期限　令和元年９月 25 日

最低売却価格　300,000 円（税抜き）

　　　　　　　栢現状渡し 

マイクロバス『もくせい号』を売却しますマイクロバス『もくせい号』を売却します

一般競争入札により売却します。入札に参加するには、事前に申し

込みが必要です。詳しくは市のホームページをご覧ください。

申込期間　７月１日（月）～ 12 日（金）　９時～ 17 時（土・日を除く）

入　札　日　７月 23 日（火） 　総務課総務係　緯０９５４（６３）２１１１詳しくは

バーベキューの道具などレンタルができ、そうめん流しの台は無料で使えます。

利用は予約が必要です。空室状況は、

市ホームページで確認できます。
　商工観光課（平日のみ）　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

　奥平谷キャンプ場（開場日のみ）　緯０９５４（６４）２０５５

詳しくは

夏休みは奥平谷キャンプ場へ！夏休みは奥平谷キャンプ場へ！
楽しい夏休みの計画はお決まりですか。

近場で家族で楽しめる場所といえば『奥平谷キャンプ場』

ぜひ、ご利用ください！

楽しい夏休みの計画はお決まりですか。

近場で家族で楽しめる場所といえば『奥平谷キャンプ場』

ぜひ、ご利用ください！

夏　休　み　期　間　７月 20 日～８月 31日

　　　　　　　　（木～日曜日およびお盆期間の宿泊可）

夏休み期間以外　煙７月６・13・14 日　煙９月７・14 日

夏　休　み　期　間　７月 20 日～８月 31日

　　　　　　　　（木～日曜日およびお盆期間の宿泊可）

夏休み期間以外　煙７月６・13・14 日　煙９月７・14 日

バンガロー（６人用から 20 人用）　１棟　　2,200円～7,350円

コテージ（10 人用）　　　　　　　１棟　12,430円

テント　　　　　　　　　　　　１張り　　360円

バンガロー（６人用から 20 人用）　１棟　　2,200円～7,350円

コテージ（10 人用）　　　　　　　１棟　12,430円

テント　　　　　　　　　　　　１張り　　360円

煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙
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　鹿島市ファミリーサポートセンター

　（子育て支援センター内）

　緯０９５４（６３）０８７４

詳しくは

　子どもたちを守るために“身体の発育と病気”に

ついて学んでみませんか。気軽にご参加ください。

と　　き　７月 14 日（日）10 時～ 12 時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい３階大会議室

　第１部　『美腸セミナー』

　　　　　講師　岩永　沙織さん

　　　　　　　　（日本美腸協会認定ナース）

　第２部　『医療講演』

　　　　　講師　森田　駿さん

　　　　　　　　（嬉野医療センター小児科医師）

　第３部　フリートーク『こどもの便秘にご用心』

　　　　　講師　織田　良正さん

　　　　　　　　（織田病院医師）

ファミリーサポーター講習会

参加
無料

煙煙煙煙煙煙
煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙

煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙

こどもの便秘に
　　　ご用心！！公開講座

　佐賀県市町村振興協会　緯０９５２（２５）１９１３詳しくは

　今年のサマージャンボ宝くじの賞金は、１等・前後賞合わせて７億円です。サマージャンボミニ５千万円も同

時発売です。この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。

サマージャンボ宝くじ１等・前後賞合わせて７億円！

発売期間　７月２日（火）～８月２日（金）　　抽選日　８月 14 日（水）



７広報かしま　Ｒ1（2019）.7.1

鹿島市干潟交流館『なな海』
　　　　　　　夏の宿題応援団
鹿島市干潟交流館『なな海』
　　　　　　　夏の宿題応援団

いきもの探検隊いきもの探検隊

煙煙煙煙煙煙

　鹿島市干潟交流館　緯０９５４（６０）５０２８詳しくは

　有明海の生き物を干潟交流館の水槽を使って

飼育します。自分でアレンジしたアクアリウム

を作ってみよう！

と　き　７月 21 日（日）　　対　象　小学生

　有明海の生き物を干潟交流館の水槽を使って

飼育します。自分でアレンジしたアクアリウム

を作ってみよう！

と　き　７月 21 日（日）　　対　象　小学生

有明海の生き物でアクアリウムを作ろう有明海の生き物でアクアリウムを作ろう

海岸のいきもの標本を作ろう海岸のいきもの標本を作ろう
海岸にすむ生き物のアクリル標本を作ります！

と　き　８月 18 日（日）　　対　象　小学生

《１～３年生は親子でのみ参加可》

海岸にすむ生き物のアクリル標本を作ります！

と　き　８月 18 日（日）　　対　象　小学生

《１～３年生は親子でのみ参加可》
　海岸、ミニ水族館での観察や有明海の生き物

の樹脂標本を作ります！

と　き　８月４日（日）　　対　象　親子

　海岸、ミニ水族館での観察や有明海の生き物

の樹脂標本を作ります！

と　き　８月４日（日）　　対　象　親子

有明海のいきもの標本を作ろう有明海のいきもの標本を作ろう

参加
無料

ミニ水族館ミニ水族館

　鹿島市干潟交流館『なな海』では、夏休みの宿題

を応援するいろいろなプログラムを準備しました！

　皆さんの参加をお待ちしています。

と　こ　ろ　鹿島市干潟交流館

時　　間　13 時 30 分～ 15 時 30 分

　高校生による国内最大規模の芸術文化の祭典で“文化部のインターハイ”とも呼ばれ

る全国高等学校総合文化祭が、県内を舞台に繰り広げられます。

　平安時代の囲碁の名人で『碁聖』と称された寛蓮（かんれん）の生誕地である鹿島市

では、囲碁部門の大会が開催されます。全国から集まった若い棋士たちの全身全霊をか

けた真剣勝負をぜひご覧ください。

　と　き　煙７月 27 日（土）９時～ 16時 45 分　煙７月 28 日（日）９時～ 15 時

　ところ　鹿島高等学校赤門学舎
　※駐車場は、市民体育館グラウンド、鹿島小学校駐車場をご利用ください。

　生涯学習課社会教育・文化係　緯０９５４（６３）２１２５詳しくは

大会マスコットキャラクター

あさぎちゃん
大会マスコットキャラクター

あさぎちゃん

囲碁部門　鹿島で開催！

栢大盤解説や指導碁、大会公式グッズ、お土産品などの販売も行われます。

　その他、写真・新聞・自然科学部門の参加生徒が、撮影や取材、巡検研修で鹿島市を訪れます。

２０１９

さが総文

公式ＨＰ
https://sagasoubun.jp/



８ Ｒ1（2019）.7.1　広報かしま

情報掲示板ワイド

国保保険証国保保険証
　７月31日まで
　　　　桃　色
　８月１日から
　　　うぐいす色

　国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険証（被保

険者証）は、年１回、８月１日に更新を行います。

　７月下旬に新しい保険証がお手元に届きますので、

８月１日からは新しい保険証を医療機関に提示してく

ださい。なお、保険証の右上の有効期限が令和元年（平

成 31 年）７月 31 日と表示されている古い保険証は、

８月１日以降に裁断するなどして破棄してください。

お
知
ら
せ

国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険証が変わります

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

新しい保険証は、簡易書留で配付します。

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

者証』は、保険証と一体型になっています。保険証に

自己負担割合（２割～３割）が記載されていますので

医療機関等へ提示してください。

①自己負担割合３割

　国保に加入している70～40歳の人の平成30年中所得

　が、現役並みの所得である世帯の人

②自己負担割合２割

　①以外の人

限度額適用・標準負担額減額認定証を
お持ちの人へ

　自分の自己負担限度額を医療機関に提示する『限度

額適用・標準負担額減額認定証』も更新を行います。

潤国民健康保険

　　更新手続きが必要です。８月になってから市役所

　　１階保険健康課までお越しください。

潤後期高齢者医療制度

　　更新手続きは必要ありません。

　　保険証と一緒に送られてきます。

　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０詳しくは

お
知
ら
せ

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

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

すので、ご理解とご協力をお願いします。

怯固定資産税の対象となる家屋とは？

　次の３つの要件を満たす状態のものです。

　①外気遮断性　屋根および外壁があり、独立して風雨をしのぐことができる

　②土地への定着性　基礎などで土地に定着している

　③用途性　居住・作業・貯蔵など、その目的とする用途で使用できる

怯大規模な改築（リフォーム）をされた建物について

　新築・増築のほか、家屋の資産価値が上がるような大規模な改築（リフォー

ム）を行った場合も、評価の対象となることがあります。例えば、壁などを取

り払い、残った柱や骨組みをそのまま利用して改築するような場合は、その時

点で一度解体されたものとみなし、再評価します。

怯サンルームを増築したとき

　住宅用サンルームを増築した場合、地面に定着し、屋根・周壁などにより風

雨をしのげる状態であれば評価の対象となります。

　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

家屋評価にご協力ください

評価対象家屋の確認
▼

評価依頼文書の送付
▼

評価日程の調整
▼

現地での家屋評価

家屋評価の流れ

※１

※２

※１：評価日時は９時～１６時でお願い

　　　しています（土・日・祝日除く）

※２：建物の外部仕上げ、内部仕上げ、

　　　風呂などの建築設備を確認します

詳しくはホームページ『建物を新築・増築・改築

した場合（家屋評価のお願い）』をご覧ください
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お
知
ら
せ

　農地利用の最適化のため、６月から８月にかけて農地パトロール

（利用状況調査）を行っています。農地パトロールで、『遊休農

地』と判断された場合は、農地の利用意向調査をお願いすることに

なりますので、その際はご協力をお願いします。調査の対象となる

のは、市内全ての農地です。

　市から委任された農業委員と農地利用最適化推進委員が調査され

ます。場合によっては農地へ立入ることもありますので、ご理解と

ご協力をお願いします。

　農業委員会事務局

　緯０９５４（６３）３４１７

詳しくは

農地パトロール（利用状況調査）にご協力ください

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

寓過去の農地パトロール

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

　保険健康課長寿社会係　緯０９５４（６３）２１２０詳しくは

お
知
ら
せ

社会福祉法人の介護サービスを利用する皆さんへ

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

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

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

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

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

課で更新の申請をしてください。

栢対象者および要件

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

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

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

　　③日常生活に使用する資産以外に活用できる資産がないこと

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

　　⑤介護保険料を滞納していないこと

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

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

　　　ビス費』が支給されていること

栢申請に必要なもの

　　潤印鑑

　　潤世帯全員の通帳の写し（平成３０年１月１日～１２月３１日までの期間

　　　がすべて記載され、申請から１カ月以内の残高が記載されていること）

　　潤収入を確認できる書類（各種年金、保険などの支払通知書、給与支払証明書、確定申告書の控えなど）
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　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

このごろの猫の飼い方
恭首輪や迷子札をつけましょう
　飼い猫が窓から脱走したり、突然の災害で迷子に

なったり、“もしも”のときのために飼い主の名前

と電話番号がわかるようにしておきましょう。

恭屋内で飼育しましょう
　　　　　煙交通事故に遭わない　煙病気にかかりにくい

　　　　　煙ふん尿や鳴き声での近所迷惑にならない
メリット

恭避妊去勢手術を受けさせましょう
　　　　　煙増えない　煙発情期特有の鳴き声がない

　　　　　煙オスはマーキングや争いをしない
メリット

避妊去勢手術の

　一部補助を行っています

メス 4,000 円

オス 2,000 円
※年間猫３匹／１世帯まで

恭年金相談を行っています

と　　き　８時 30 分～ 16時　月～金曜日（祝日を除く）

申込期間　相談希望日の１カ月前から前日

持　参　品　基礎年金番号がわかる年金手帳や年金証書

お
知
ら
せ

～武雄年金事務所からのお知らせ～

年金の手続き・相談は予約をお願いします

　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７詳しくは

恭事前に予約をお願いします

予約電話番号　音声案内後①番→再度音声案内後②番

　喰予約受付専用　　緯０５７０（０５）４８９０

　喰武雄年金事務所　緯０９５４（２３）０１２１

　内容に合ったスムーズな相談が行えるように事前の予約をお願いします。

　市では、１月ごろを目途に土地利用の適正化を図るため、公共施設が集約する市役所一帯の公用地についての用

途地域の一部変更や特別用途地区指定を計画しています。これにより、市庁舎や新世紀センターなどの公共公益施

設拠点性を高め、施設の連携や機能維持と充実、災害時の機能強化に繋げることができます。

お
知
ら
せ

都市計画の用途地域等を一部変更します

　都市建設課都市計画係　緯０９５４（６３）３４１５詳しくは

第二種住居地域第二種住居地域

第一種住居地域第一種住居地域

第一種・第二種居住地域
主に居住の環境を保護する

ため定める地域

建ぺい／容積率　60／200

変更前

近隣商業地域
近隣の住宅に日用品の供給

を主とした商業など利便性

を増進するため定める地域

建ぺい／容積率　80／200

近隣商業地域に変更して特別用途

地区（公共公益施設地区）に指定

近隣商業地域に変更して特別用途

地区（公共公益施設地区）に指定

近隣商業地域近隣商業地域

変更後

変　更

計　画　図

栢詳しくは市ホームページをご覧ください
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お
知
ら
せ

庁舎周辺における喫煙について

　改正健康増進法の一部施行に伴い、庁舎周辺では、下記の場所を除き、

敷地内禁煙となります。皆さんのご協力をよろしくお願いします。
　総務課総務係

　緯０９５４（６３）２１１１

詳しくは

樫

①１階　市民課裏スペース

①

樫

樫

②４階　議会事務局　ベランダスペース

③４階　階段スペース

②
③

特定屋外喫煙場所位置図／１階・４階

募
　
集 委員を募集します

募集人数　３人

任　　期　８月１日～

（２年間）　令和３年７月 31 日

怯鹿島市都市計画審議会委員募集（都市建設課）

　都市計画審議会とは、市の都市計画に関する事項について審議する機関です。今回、まちづくりに関心がある人

のご意見を聞いて、今後の都市計画について反映させるために委員を募集します。

募集締切　７月 16 日（火）　※必着

募集条件　①平成 31 年４月１日現在で満 20歳以上の市民

　　　　　②市のまちづくりや都市計画に関心がある人

　　　　　③年２回程度、平日の昼間に開催される審議会に出席できる人

怯まち・ひと・しごと創生会議委員募集（企画財政課）

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

総合戦略に基づく取り組みを行っています。そこで、その効果の検証や次期総合戦略の検討、策定を行う会議の一

般公募委員を募集します。鹿島のまちづくりをともに考えていただく人の参加をお待ちしています。

募集人数　４人程度

※委員総数は 20 人以内

任　　期　８月１日～

（１年間）　令和２年７月 31 日

募集締切　７月 19 日（金）　※必着

募集条件　①市内在住で、まちづくりに熱意や関心のある人

　　　　　②年３回程度、平日の昼間に開催される会議に出席できる人

報　　酬　日額 5,000 円　　　興男女共同参画の推進のため、女性の積極的な参加をお願いします興

選考方法　書類選考および必要に応じて面接を行い、結果は後日、本人あてに通知します。

応募方法　申込書に必要事項を記入し、各課応募先へ持参・郵送・ＦＡＸ・電子メールのいずれかの方法で提出

　　　　　してください。なお、申込書は、各課での受け取りか、市ホームページからダウンロードできます。

〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３番地１　鹿島市役所

企画財政課企画係　煙まち・ひと・しごと創生会議委員募集について煙

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

都市建設課都市計画係　煙鹿島市都市計画審議会委員募集について煙

緯０９５４（６３）３４１５　姉０９５４（６３）２３１３　死 toshi@city.saga-kashima.lg.jp

応募・問合せ先



１２ Ｒ1（2019）.7.1　広報かしま

情報掲示板ワイド

　福祉課障がい福祉係

　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは

お
知
ら
せ

受給中の人は更新をお忘れなく！
ー　重度心身障害者医療費助成制度　ー

助成対象者

　①身体障害者手帳１級～２級

　②知能指数３５以下

　③身体障害者手帳３級で、かつ知能指数５０以下

※助成には所得による制限があります。また、助成

　対象者で受給者証を持っていない人は、お問い合

　わせください。

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

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

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

必要になります。この手続きをしないと８月受診分か

ら助成されませんのでご注意ください。

と　き　７月 22 日（月）～ 31 日（水）

　　　　８時 30 分～ 17 時 15 分（土・日を除く）

ところ　福祉課（市役所１階）

その他　平成31年１月１日時点で市外に住所があった

　　　　場合は、個人番号が確認できるもの（マイナン

　　　　バーカード・通知カード等）を持参してください。

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

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

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

お
知
ら
せ

国民年金保険料を納めることが
　　　　できない人には免除制度があります

申請資格

　①前年の所得（１月から６月までに申請され

　　る場合は前々年所得）が一定額以下の人

　②失業や天災で保険料を納付できない人
年金額に
７／８が反映

年金額に
６／８が反映

年金額に
５／８が反映

年金額に
４／８が反映

12,310 円 8,210 円 4,100 円 0 円

老齢基礎年金を
受けるとき

納付保険料
（令和元年度）

１／４免除 半額免除 ３／４免除 全額免除区　分

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

　例えば、令和元年７月に申請した場合、平成２９年６月分までさかのぼって申請することができます。ただし、

すでに保険料が納付されているときは、その月については免除されません。

　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７詳しくは

恭転倒などによるけがを防ぐために

　降車の際は、バスが停留所に着いて扉が開いてから席をお

立ちください。また、立ったまま乗車される場合は、つり革

や握り棒をしっかり握ってください。

恭高速道路を走行中は

　シートベルト着用が法律で義務付けられています。安全の

ため、ご協力をよろしくお願いします。

　佐賀県バス・タクシー協会　緯０９５２（３１）２３４１詳しくは

バス車内事故防止キャンペーンバス車内事故防止キャンペーン
７月１日（月）～７月３１日（水）７月１日（月）～７月３１日（水）
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情報掲示板ワイド

　スポーツや社会教育・文化事業の振興のため、市の代表として九州・全国大会へ出場する個人や団体に補助を

行っています。ぜひ、ご活用ください。

お
知
ら
せ

九州・全国大会に出場する個人・団体の補助制度について

生涯学習課スポーツ係　緯０９５４（６３）２１２５申込・問合せ先

対　象　者　市内に在住、通学する小学校・中学校の児童生徒（個人・団体）

対象経費　交通費、宿泊費等

補　助　率　補助対象経費合計額の３分の１以内

※必ず、事前の申請をお願いします。なお、上記以外の補助条件がありま

　すので、手続き等の詳細は生涯学習課までお問い合わせください。

九州大会の場合　※上限額

［個人］１人あたり　　３,０００円

［団体］１０人以上　３０,０００円

全国大会の場合　※上限額

［個人］１人あたり　　５,０００円

［団体］１０人以上　５０,０００円

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

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

　このサイトは、皆さんが撮影した写真や動画を市のホームページに投稿してもらうことで、鹿島市の魅力をよ

り多くの人に知ってもらおうと開設しています。観光で訪れた市外の人が気づいた鹿島の魅力的な風景やモノな

どを募集します。もちろん市民の皆さんの投稿も大歓迎。また、鹿島の特産品が当たるキャンペーンも行ってい

ます。ぜひ、ご応募ください。

お
知
ら
せ

～写真＆動画投稿サイト『鹿島もよう』～

鹿島の魅力を写真と動画で投稿しませんか

ＵＲＬ　http://www.city.saga-kashima.lg.jp/main/12380.html

　応募はインターネットのみの受け付けになります。

　詳しくは市のホームページをご覧ください。

　商工観光課観光振興係

　緯０９５４（６３）３４１２

詳しくは

皆さんの作品で

　鹿島をPRしましょう！皆さんの作品で

　鹿島をPRしましょう！

応募作品は、公式インスタグラム“鹿島もよう”に
随時アップしています。ぜひフォローしてください！
応募作品は、公式インスタグラム“鹿島もよう”に
随時アップしています。ぜひフォローしてください！

募集キャンペーン実施中！
応募締切　令和元年９月３０日（月）

夏

冬
　エアコンは室外と室内の温度差が大きくなると、

消費電力が増します。

　省エネといわれる『夏２８℃、冬２０℃』に設

定し、室内外の温度差を小さくしましょう。夏は

エアコンと扇風機の併用で、冬は服装を工夫して

省エネを心がけましょう。

エアコンを使いこなして
　　　　　夏も冬も省エネ
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建おくすりノートを持っていきましょう

の
く ら し７月

July

カレンダーカレンダー

日曜・祝日および１月１日～３日
（９時～１７時）

鹿島市休日こどもクリニック

（高津原）

緯０９５４（６３）１８３８

毎日
（１９時～２１時）

武雄地区休日急患センター

（武雄市武雄町大字昭和300）

緯０９５４（２２）５５９９

水曜日（１月１日～３日を除く）
（１９時～２１時）

鹿島時間外こどもクリニック

（高津原：鹿島市休日こどもクリニック内）

緯０９５４（６３）１８３８

※変更になる場合がありますので、受診の際は事

　前に杵藤地区消防本部救急医療情報案内また

　は在宅医へ電話で確認してください

　　杵藤地区消防本部救急医療情報案内

　　緯０９５４（２２）４２０７

子どもの健診や子育て相談などの問合せ先

保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３

子育てメルマガ配信中！

kosodate@city.saga-kashima.lg.jp へ空メール送信で登録

怯子どもの健診

４か月児健診
（平成31年3月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成29年12月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成27年12月生まれ）

24 日（水）

25 日（木）

11 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）

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

日 在宅当番医 所在地
太田医院　　　　　緯０９５４（４３）１１４８
中村医院　　　　　緯０９５４（６３）９２３４
森医院　　　　　　緯０９５４（４３）０７２５
田代医院　　　　　緯０９５４（６７）２１２０
稗田産婦人科　　　緯０９５４（６３）３３０９

9日
2日

16日
23日
30日

嬉野市
鹿島市
嬉野市
太良町
鹿島市

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 3・10・17・24・31 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 18 日（木） 13時30分～13時50分
内　容　体重測定、個別相談
対　象　令和元年 5 月生まれ

赤ちゃん相談 17 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） 2 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） 30 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・試食等
対　象　8 ～ 10 か月児の保護者

成人健康相談 3 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 25 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 7 月生まれ（希望者のみ）

冷蔵庫や
壁に貼ってね！
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市役所
保健センター

休館日はありません

1・8・22・29 日（月）、
16 日（火）、25 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

2・9・16・23・30 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

6 日（土）
7 日（日）

13 日（土）
14 日（日）
15 日（祝）
20 日（土）
21 日（日）
27 日（土）
28 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

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

建おくすりノートを持っていきましょう

夜　　間：杵藤地区消防本部救急医療情報案内
緯０９５４（２２）４２０７
※休日・夜間の小児救急医療は14ページをご覧ください

令和元年５月３１日現在

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
犬塚病院　緯（６３）２５３８7 日（日） アルバ薬局
納富病院　緯（６３）１１１７14 日（日） アルナ薬局鹿島店
西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０15 日（祝）
森田医院　緯（６３）３９５６21 日（日） オダ薬局
別府整形外科　緯（６３）３０６３28 日（日） 溝上薬局西牟田店

前山薬局

6・13・20・27 日（土）、
7・14・21・28 日（日）、
15 日（祝）

鹿島市
－

－ 2 人能古見

－浜

－－北鹿島

－

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

29,102

13,736

3,430

2,948

2,769

3,461

2,758

13,747

15,355

10,805

5,433

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

47 人 2 世帯－

－ 16 人 4 世帯

1,154 世帯 0 世帯

1,014 世帯

1,251 世帯

1,014 世帯

939 世帯

11 人

7 人

2 人

9 人

21 人

26 人

1 世帯

1 世帯

－ 2 世帯

2 世帯

－ －

－

1・8・22・29 日（月）、
16 日（火）

2・9・16・23・30 日（火）、
15 日（祝）

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

８日（月）

　『ボールを使ってふれあいあそび
　　　　　　　　　　　　　（３Ｂ体操）day♪』
　時　間　11 時～ 11 時 45 分

22 日（月）

　『わ ・ わ ・ わぽっと運動会 day♪』
　時　間　10 時（受付）～ 11 時 45 分

（共通）

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

1・8・22・29 日（月）、
16 日（火）



１６ Ｒ1（2019）.7.1　広報かしま

こんなときこのひとこと・学校だより

今月のキーフレーズ

“rocket science”

No.163

この表現は、「難しいこと」という意味で使われます。 オードリー先生

Lauren:

Jack:

I’m nervous for our next basketball 
game!
It’s not rocket science! You just have to 
put the ball in the basket!

（ローレン）

（ジャック）

次のバスケットボールの試合緊張する

なぁ！

難しいことじゃないさぁ！ただボール

をかごに入れるだけさ！

Kevin:
Maya:

Can you help me change this lightbulb?
You really can’t do it by yourself ? I 
mean, it’s not rocket science. 

（ケヴィン）

（マ　ヤ）

この電球かえるの手伝ってくれない？

それ、あなた本当に自分でできない

の？難しいことじゃないわよ。

学 校 だ よ り

浜小学校

No.266

令和初めてのＧＨ浜落語会

寓落語に聞き入る子ども達

　５月３０日、浜小学校にプロの落

語家さんがやってきました。

　本校の５・６年生は、４年生のと

きにグループホーム浜のお年寄りと

交流を行っています。落語会はその

御礼としてグループホーム浜の山中

ご夫妻がお世話をしてくださり、今

年で５年目になります。

　東京から橘家蔵之助さん、大阪か

ら桂梅團治さん、桂小梅さんの３人

と出ばやしの三味線弾きとして、古

枝の小野原さんがお手伝いに来てく

ださいました。

　まず、桂小梅さんから落語につい

ての分かりやすい説明や道具の紹介

がありました。その後、橘家蔵之助

さんが『まんじゅうこわい』、桂梅

團治さんが『ときうどん』を披露し

てくれました。子どもたちは、一人

で何役もこなし、小道具を巧みに使

う落語家の話術に引き込まれ食い入

るように見て、大いに笑いました。

　子どもたちは、口々に「自分の知

らない楽器がいっぱいあってびっく

りした。」「去年も落語を聞いたけれ

ど、昨年度と違ったので今年もおも

しろかった。」「来年もまた見たい。」

と言っていました。

　このように、浜には、学校に協力

してくださるたくさんの方がおられ、

温かい地域の目に支えられています。

このことに感謝しながら、今後も本

校の教育目標『ふるさと愛する光の

子』の育成に努めてまいります。



１７広報かしま　Ｒ1（2019）.7.1

温暖化対策・人権の輪

今すぐやろう温暖化対策

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

全国でクールビズが始まっています。

ＣＯ２排出削減のための節電やエコド

ライブに積極的に取り組みましょう。
　日差しが差し込む窓辺に植物を植えることで、葉っぱや花、

野菜で日陰になり、室内温度の上昇を抑えます。

　朝顔やゴーヤ、ひょうたんなどツル性の植物が向いています。

グリーンカーテングリーンカーテン

　軽装にすることで体感温度が下がり、エアコンと扇風機を

効果的に活用すれば室内温度が２８℃でも快適に過ごせます。

クールビズ（ＣＯＯＬＢＩＺ）クールビズ（ＣＯＯＬＢＩＺ）

ワンポイント　室内温度28℃　≠　エアコンの設定温度28℃

　室内温度は部屋の向きや日差し、環境によって変わるため、

エアコンの温度を２８℃にするということではありません

クールビズ（ＣＯＯＬＢＩＺ）と
　　　　　　　グリーンカーテンで快適に！

災害と人権侵害
～災害における偏見や差別そして子どもの気持ちに学ぶ～

噛ご意見などをお寄せください
　人権・同和対策課　緯０９５４（６３）２１２６

　７月に入り、大雨や台風の発生
が気になるところです。昭和３７
年７月８日に鹿島を襲った大水害
を記憶されている人も多いかと思
います。最近は、全国各地で洪水
や台風、地震などの災害が発生し、
大きな被害をもたらしています。
　ところで、災害と人権は切り離
せない関係にあり、情報不足や流
言飛語などによる人権侵害が生じ
ていることもあります。
　先日、今なお災害復旧・復興に
取り組んでおられる役所の職員の
災害と差別に関する話を聞く機会
がありました。

　災害発生から２週間後にボラン
ティア希望者と思われる男性から
「昔の被差別部落を知りたい。被
差別部落にボランティアに行きた
くないので、その地区の場所を教
えてほしい。」と１本の電話がか
かってきました。担当者は、大変
驚きながらも「被差別部落を尋ね
られることは差別行為になりま
す。」と説明すると電話が切れま
した。このような過酷な状況の中
で差別に関する問い合わせがあ
り、部落差別の現実を突きつけら
れた思いをしたとのことでした。
　この話を聞き、電話をかけてき

た男性の気持ちの中には、同和地
区には関わりたくないという潜在
的な同和地区に対する偏見や差別
意識があることは明らかなことで
はないでしょうか。あらためて、
同和問題に対する正しい知識や理
解を深めるための啓発活動が大切
だと考えさせられました。
　一方、東日本大震災のとき、あ
る新聞にこのようなエピソードが
紹介されました。
　子どもの客がお菓子を持ってレ
ジに並んでいたけど、順番が近く
なり考え込み、レジ横にあった募
金箱にお金を入れて、お菓子を戻
して出て行きました。店員が子ど
もの背中に涙をこらえて「ありが
とうございます」と声をかけられ
たそうです。
　災害時という非常事態だからこ
そ、人権を守ることをいつも以上
に大切にしたいものです。

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

教室に　一歩入って　笑顔の輪　　　　　　　中野　心優（明倫小５年）
大丈夫　あなたはあなたの　ままでいい　　　松尾　知可（西部中２年）

※学年は平成 30年度人権標語
紹　介
人権標語
紹　介
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TopicsTopics まちの話題

受賞者紹介

５月１６日、嬉野市体育館Ｕ－

spoで開かれた鹿島・藤津地区

食生活改善推進協議会総会で、

１０年以上の活動に対し、井手

啓子さんが会長表彰を受賞され

ました。

おめでとうございます。

鹿島・藤津地区食生活改善推進協議会長表彰
井手　啓子さん

鹿島市子ども会連絡協議会　インリーダー研修会

　６月１５日～１６日、国立諫早青少年自然の家でインリーダー研修会が開催さ

れました。

　参加者は、市内小学校の５・６年生の地区児童会長、副地区児童会長８６人と

鹿島市子ども会連絡協議会役員・保護者３６人の１２２人です。リーダー研修や

沢登り、ナイトハイク、野外炊飯などの体験活動を行いました。沢登りは、今年

初めて取組んだ活動でしたが、参加した児童の半数がこの活動が一番楽しかった

と答えてくれました。

　この研修を通じて協力することの大切さを学んだ児童も多かったようです。各

地区の子ども会の活動でがんばってください。

みんなで楽しく農業体験！

　５月２５日、『多良岳オレン

ジ海道を活かす会』が企画した

農業体験に海童保育園の園児た

ちが参加しました。

　体験は、太良町中尾地区の棚

田で行われ、園児たちは田んぼ

の泥に悪戦苦闘しながら田植え

を行い、その後、芋さしまでを

無事に終えました。秋には、稲

刈りや芋ほり、みかん狩りも予

定しています。

鹿島の魅力を伝える漫画発行

市では、鹿島の魅力をわかりや

すく伝える漫画『鹿島・ぶら

り・NAVI』を発行しました。

作成者は、財務省から地方創生

担当理事として鹿島市に出向し

ている納塚眞琴さん（吉野ヶ里

町出身）と鹿島機械工業で管理

部統括部長として勤務されてい

る千綿明直さん（佐賀市出身）

で、この市外出身者２人が主人

公として鹿島を旅しながら豊富

な地域資源に触れて、その魅力

を紹介していくストーリーに

なっています。

漫画はイベントなどでの無料配

布や子どもたちの郷土愛の醸成

のために活用します。
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龍宿浦面浮立保存会に助成金が贈られました

　５月２２日、『地域の伝統文化』助成金

目録贈呈式が開催され、龍宿浦面浮立保存

会に助成金が贈られました。

　これは毎年、公益財団法人明治安田クオ

リティオブライフ文化財団が、地域の伝統

文化の継承や後継者の育成支援を目的に取

り組まれているもので、今回は、龍宿浦面

浮立保存会が佐賀県を代表して助成を受け

られました。

　明治安田生命佐賀支社で行われた贈呈式

に出席された保存会代表は「助成金を子ど

もたちの締太鼓の整備にあて、芸能の保存

と継承に一層力を入れて行く」と、力強く

語られました。

善 行 紹 介

６月１０日、株式会社ジェイエ

イビバレッジ佐賀様より、昨年

に引き続き地域貢献を目的とし

て自動販売機の売上げの一部を

寄附していただき、受納式を行

いました。

市とは、『地域貢献型自動販売

機の運用に関する協定』を締結

しており、鹿島市民交流プラザ

内に３台、鹿島新世紀センター

に２台、鹿島市生涯学習セン

ターに１台の自動販売機を設置

しています。

寄附金は、ふるさと創生基金に

積立て、ふるさと創生事業奨励

金事業で地域振興に役立てさせ

ていただきます。

　鉄道に関する事故は、一歩間違えれば脱線

事故や感電事故など、大惨事を引き起こす可

能性があります。建物の建設・解体や庭木、

山林の木の伐採など、線路に近接した作業を

行う場合は、ＪＲ九州へご相談ください。

　線路と近接して樹木をお持ちの人は、線路

側に倒れないように管理をお願いします。

　ＪＲ九州佐賀鉄道部

　緯０９５２（２３）２９３９

詳しくは

検索安全へのお願い　ＪＲ九州

詳しくはホームページをご覧ください

作業内容や環境条件、使用重機によっては８ｍ以上

の場合でも近接工事の適用となる場合があります。

鉄道近接工事にご注意ください鉄道近接工事にご注意ください

壮年ナイターソフトボール大会

　５月２２～２４日、市民球場で壮年ナイ

ターソフトボール大会が開催され、納富分

チームの４連覇を阻止した高津原チームが

５年ぶりの優勝を果たしました。

　　　優勝　高津原チーム

　　　２位　納富分チーム

　　　３位　龍宿浦チーム　

優勝した高津原チーム偶
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参議院議員選挙　投票に行きましょう！参議院議員選挙　投票に行きましょう！
７月２１日（日）は参議院議員通常選挙の投票日です

　この選挙は、私たちの代表を国会へ送る大事な選挙です。投票には忘れずに出かけましょう。

怯投票の案内

　日　　時　７月 21 日（日）７時～ 20時

　場　　所　入場券に記載された投票所

　　　　　　（市内 14 投票所）

　投票方法　噛佐賀県選出議員選挙

　　　　　　　候補者の氏名を書く

　　　　　　噛比例代表選出議員選挙

　　　　　　　政党名または候補者の氏名を書く

怯不在者投票の案内

　①不在者投票指定施設の病院や老人ホームなど

　　に入院・入所している人は、その施設内で不

　　在者投票ができます。入院・入所している病

　　院・老人ホームなどにお尋ねください。

　②出張などで市外に滞在している人は、滞在地

　　の市町村で不在者投票ができます。投票用紙

　　等の請求手続きが必要です。詳しくは選挙管

　　理委員会事務局までお問い合わせください。
　選挙管理委員会　緯０９５４（６３）３４１８詳しくは

怯期日前投票の案内

　投票日に仕事や旅行などで投票所へ行けない人

のために『期日前投票』制度があります。

　入場券裏面の『期日前投票宣誓書』に記入して

お持ちください。

　日　　時　７月５日（金）～ 20 日（土）

　　　　　　８時 30 分～ 20時

　場　　所　市役所１階エレベーター前

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

怯杵藤地区広域市町村圏組合消防職員採用試験案内

　〒８４３－００２４　武雄市武雄町大字富岡１２６３４ー１

　杵藤地区広域市町村圏組合　消防本部総務課人事係

　緯０９５４（２３）０１６０　http://www.kitou-web.jp/

詳しくは

平成６年４月２日から平成14年４月１日までに生まれた人で、

杵藤広域圏内に採用後居住する人

平成２年４月２日以降に生まれた救急救命士免許を保有する

人で、杵藤広域圏内に採用後居住する人

試験区分

消防の業務および救急救

命士の業務に従事

消防の業務に従事消防

受験資格 採用予定 職務内容

救急

救命士

７人程度

恭受付期間ほか

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

第　１　次　試　験　９月 22 日（日）予定

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

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

怯自衛官採用試験案内

　令和元年度の自衛官採用試験を次の

とおり実施します。詳しくは下記に連

絡し、願書を取り寄せてください。

　自衛隊武雄地域事務所

　緯０９５４（２３）８３０４

詳しくは

航空学生（海上） 高卒（見込）で 23 歳未満 ９月６日（金）

航空学生（航空） 高卒（見込）で 21 歳未満 ９月６日（金）

一般曹候補生 18歳以上33歳未満（高校在学生含む） ９月６日（金）

自衛官候補生 18 歳以上 33歳未満 年間通じて募集

募集種目 受験資格 受付期限

採用試験の案内

市民会館建て替えのため、期日前

投票所は市役所１階に変更します
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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

に行ってみよう

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 組

20 人 ７月 13 日（土）
10 時～ 12 時

エイブル２階
調理実習室

20 組
エイブル２階
調理実習室

ピアニカの魔術師第５回
えいぶる事業

と　　き　７月 20 日（土）・21日（日）
と　こ　ろ　エイブルホール　発売中
料　　金
１日券：大人（一般）500 円
　　　　大人（会員）・高校生以下300 円
通し券：大人（一般）800 円
　　　　大人（会員）・高校生以下400 円

15 人
エイブル３階
生活工房Ｂ

たのしいパッチワーク教室
８月６日～令和２年１月 21日
[ 火曜日　全 12回 ]
９時 30 分～ 12 時

500 円／１回
（材料代実費）

迎　りつ子さん

夏の野菜・果物スイーツ作り＆
　　　　　　ハーブのある暮らし

夏休みイベント
有明海を巡る市民の科学講座
～有明海のカニや貝の樹脂標本を作ろう！～

夏休み・親子でチャレンジ！
お絵描きクッキー＆牛乳パックでお菓子づくり

松尾　久美子さん
（野菜ソムリエプロ）

藤井　直紀さん
（佐賀大学農学部）

８月４日（日）
13 時 30 分～ 15 時 30 分

８月７日（水）
18 時 30 分～ 20 時 30 分

鹿島市干潟交流館
２階学習室

会　員　1,500 円
一　般　1,000 円
材料代　1,500 円

無　料
（材料代 500 円）

無　料

公
開
講
座

噛 9：30～12：00　白い巨塔

噛13：00～14：56　張込み　

噛15：10～16：45　黒い画集
　　　　　　　　　　あるサラリーマンの証言

21
日（
日
）

噛 9：30～11：26　張込み

噛12：30～15：00　白い巨塔　

噛15：10～17：41　悪い奴ほどよく眠る

20
日（
土
）

なつかしの映画上映会第４回
えいぶる事業

優秀映画鑑賞
推進事業

ひおり

森　陽織さん

全席自由

　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
煙会員各 500 円引き　煙当日各 500 円増し

発　　売　煙会員（先行）：７月 21 日（日）　煙一般：７月 28 日（日）

全席指定

小学生
以下会員
　無料！

～現代七宝の世界・干潟の譜～

　日展会友の七宝作家　石橋美代子さん

の作品を紹介します。石橋さんは、現在

市内在住で、鹿島の自然をモチーフにし

た作品を制作されています。

　今回は、有明海をテーマにした日展入

選の大型平面作品や楽器シリーズの作品

などを展示します。

【展示期間】

　前期　７月 2日（火）～８月 18 日（日）

　後期　８月 20 日（火）～９月 29日（日）

四石橋美代子さんギャラリートーク四

　と　き　８月 18 日（日）10時～

　ところ　エイブル３階研修室

石橋美代子　七宝作品展床の間
コーナー

うた

況夏休み読書感想文教室
　読書感想文の書き方のコツを教えます。

　ブックトーク（本の紹介）もあり、スタッフ

おすすめの本を借りることもできます。

と　き　７月 25 日（木）10時～ 12 時　※図書館は休館日

ところ　エイブル３階研修室および図書館

対　象　小学１年生～６年生（先着 60 人）

申込み　７月６日（土）９時 30 分から電話またはカウンター受付

況わくわく☆理科教室
　理系の図書館長といっしょに、実験やものづくりを楽しもう！

と　き　８月 18 日（日）13時 30 分～ 15 時 30 分

ところ　エイブル２階調理室および和室

対　象　小学１年生～６年生（先着 20 人）

申込み　７月 20 日（土）９時 30分から電話またはカウンター受付
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お知らせ

　補助を希望される人は、着工前に

申請してください。

申請期限　令和２年３月 31 日（火）

補助金額　設置する太陽電池の最大出力（kW）

　　　　　に２万円を乗じた額（上限６万円）

対象工事の要件　

①市内の既存または新築の住宅である、ま

　た、屋根などへの設置に適したもので、

　低圧配電線と逆潮流有りで連結している

②太陽電池の最大出力が10kW未満

③補助対象経費が１kW当り65万円以下

④設置工事は県内業者が行うこと

申請に必要な書類　

①住民票（世帯全員記載）の写し

②市税滞納のない証明

③工事見積書（図面などを含む）の写し

④施工前の写真

⑤その他市長が必要と認める書類（該当者のみ）

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

　ボランティアについて学んでみま

せんか。ボランティア団体の紹介や

佐賀県一輪車クラブの子どもたちに

よる演技披露などもあります。

と　　き　７月 25 日（木）

　　　　　13 時 30 分～ 16 時

と　こ　ろ　エイブルホール

内　　容　『日本と海外のボランティア活動

　　　　　　　　に関する考え方の違いは…』

講　　師　江口　英子さん

　　　　　（佐賀県レクリエーション協会理事長）

詳しくは　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

　７月は『社会を明るくする運動』

の強化月間・再犯防止啓発月間です。

　日本での犯罪の約６割は再犯者に

よるものです。立ち直りを支え『犯

罪に戻らない、戻さない』ことが地

域の安全につながります。市でもさ

まざまな『社会を明るくする運動』

の行事を開催しますので、皆さんの

ご理解とご参加をお願いします。

詳しくは　生涯学習課社会教育・文化係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

　人権問題に対する理解を深めても

らうため、人権学習会を開催します。

と　　き　

　噛第２回『女性の人権』

　　７月 9日（火）19 時 30 分～

　噛第３回『子どもの人権』

　　７月 30 日（火）13時 30 分～

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

詳しくは　人権・同和対策課

　　　　　緯０９５４（６３）２１２６

　クレジットカード、電子マネー、

ＱＲコードなど、キャッシュレス決

済に対応する機器の導入経費の一部

を補助します。

対　　象　市内事業者

補　助　額　対象経費の２／３以内　

　　　　　（限度額あり）

募集期限　12 月 27 日（金）

詳しくは　鹿島商工会議所

　　　　　緯０９５４（６３）３２３１

と　　き　８月７日（水）

　　　　　14 時～ 16時 30 分

と　こ　ろ　佐賀市文化会館大ホール

内　　容　『部落問題の今と、

　　　　　　これからの人権教育』

講　　師　武田　緑さん

　　　　　（Demo代表、教育コーディネーター）

参　加　費　800円（資料代含む）

詳しくは　佐賀県人権・同和教育

　　　　　研究協議会事務局

　　　　　緯０９５２（６２）６４３４

令和元年５月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

※（　　）内は前年比　　栢守ろう交通ルール　高めよう交通マナー　

怯梅雨の時期は・・・

　雨で路面が濡れていると、車の制動距離は大幅に延びることがあります。

　特に雨天時は、車間距離を十分に取り、前を良く見て運転しましょう。

詳しくは　鹿島警察署交通課　緯０９５４（６３）１１１１

鹿島警察署管内
佐 賀 県 内

鹿 島 市 内

2,098 件（－398）
118 件（－012）
64 件（－0 6）

2,805 人（－473）
152 人（－019）
85 人（－0 9）

10 人（－02）
1人（＋01）
1人（＋01）

8,068 件（－350）
465 件（－017）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

242 件（－014）

佐賀県人権・同和
教育研究大会

キャッシュレス決済端末
機器導入を支援します

ボランティア連絡協議会
総会・講演会

社会を明るくする運動に
ご協力を

詳しくは　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４

令和元年５月分の市長交際費を公表します

祝　儀
５月10日 5,000円 鹿島商工会議所女性会通常総会

50,780円 令和元年度（平成 31 年度）累計　55,780 円合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

５月17日 5,000円 鹿島市下水設備工事協同組合通常総会
５月24日 5,000円 鹿島機械金属工業会総会

弔　慰 ５月16日 16,200円 供花１件

会　費
５月24日 3,000円 鹿島市ＰＴＡ連合会定期総会
５月28日 3,000円 佐賀県管工事協同組合連合会通常総会

接　遇 ５月30日 13,580円 稲荷ようかん８箱（韓国ソサン市へおみやげ）

太陽光発電設置補助金
のお知らせ

人権学習会を開催します

情報掲示板 愚 お知らせ
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　法律や条例に基づき、公益上の必

要が認められる場合、学校や公民館、

公共団体、私人に対して市民会館の

物品を譲渡することができます。

　詳しくは総務課総務係までお問い

合わせください。

問合せ期間　７月１日（月）～12日（金）

　　　　　（土・日を除く）

詳しくは　総務課総務係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１１

　７月１０日から１９日までの１０

日間、『夏の交通安全県民運動』が

行われます。

運動の重点は・・・

　胸追突事故の防止

　胸飲酒運転の根絶

　胸子どもと高齢者の交通事故防止

恭チャイルドシートを無料で貸し出します

　噛出生後の購入準備のため（最長６カ月）

　噛帰省中の一時使用のため（最長２カ月）

詳しくは　総務課防災係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１２

恭夏の作業もおまかせください

　『農作業』『草払い、草取り』『家事』

『庭木剪定』『賞状書き』など。

恭家庭菜園・果樹園などに剪定枝葉

のチップ（EM 入り）はいかがですか

　『袋詰め』やトラック『バラ積み』で

販売しています。

恭刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソーなど

と　　き　７月 18日（木）８時 30分～

　　　　　当日ご都合がつかない人は、

　　　　　前日までにセンターへ

恭会員を募集しています

対　　象　60歳以上または来年３月

　　　　　までに60歳になる人

説　明　会　７月 18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

募　集

　今年も鹿島が熱く燃える季節が

やってきました。おどりの参加者・

団体を募集します。

と　　き　８月２日（金）・３日（土）19 時～

参　加　費　１人 200 円（18 歳以上）

　　　　　※うちわ付き

参加条件　３曲ともに踊ることができ、

　　　　　練習に参加した団体

申込期限　７月５日（金）※日曜日を除く

詳しくは　鹿島おどり事務局

　　　　　緯０９５４（６２）３９４２

　日本遺族会では、戦没者の遺児を

対象に旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行

うとともに同地域の住民と友好親善

を目的とする慰霊友好親善事業を実

施しています。本年度は１５地域お

よび３地域（特定地域）が対象です。

参　加　費　10 万円

詳しくは　佐賀県遺族会

　　　　　緯０９５２（２３）４４９０

　１０月から使えるプレミアム付商

品券の取扱店舗を募集します。

応募資格　市内の店舗・事業所など

募集期限　７月 31 日（水）

　　　　　※期限後も随時登録可

栢商品券の概要や応募方法は、ホー

　ムページで確認してください。

　（https://kashima-cci.or.jp）

詳しくは　鹿島商工会議所

　　　　　（プレミアム付商品券専用電話）

　　　　　緯０９５４（６３）１７１４

対　象　者　求職者

訓練期間　９月３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　７月 31 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

　鹿島市地場産業振興協議会では、

市内の農水産物や加工品、伝統工芸

品などをＰＲ・販売する『鹿島んよ

かもん市場』の出店者を募集します。

と　　き　９月８日（日）

　　　　　９時～ 16 時

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社大駐車場

　　　　　（祐徳グラウンド横）

出　店　料　１小間 3,500 円

　　　　　（間口３ｍ×奥行３ｍ）

申込締切　７月 31 日（水）

詳しくは　協議会事務局

　　　　　（中村蒲鉾店内）

　　　　　緯０９５４（６２）１１６１

講習会・教室

　『地域で支えあう成年後見の新た

なしくみ』をテーマに、成年後見制

度や市民後見人の意義など、県での

取り組みについて考えます。

と　　き　８月４日（日）13 時～

と　こ　ろ　アバンセ（佐賀市）

定　　員　300 人

参　加　費　無料　※当日参加可

申込締切　８月２日（金）

詳しくは　佐賀県社会福祉士会

　　　　　緯０９５２（３６）５８３３

プレミアム付商品券
取扱店舗募集

暑中お見舞い申し上げます
鹿島市シルバー人材センター

夏の交通安全県民運動
守ろう交通ルール　高めよう交通マナー

ヤッサ ！ヤッサ ！
鹿島おどり参加者募集！

戦没者遺児による慰霊友好
親善事業の参加者募集

令和元年９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

溶 接 施 行 科

住 環 境 Ｃ Ａ Ｄ 科

１５

１２

１５

電 気 保 全 サ ー ビ ス 科 １５

２１世紀社会福祉セミナー

第４回鹿島んよかもん市場
出店者募集

市民会館の解体に伴う
物品の譲渡について

情報掲示板 愚 お知らせ・募集・講習会・教室
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　在宅就業や就労に役立つパソコン

講座です。

と　　き　９月20日（金）～11月22日（金）

（平日のみ）　①09 時～ 12 時

　　　　　②13 時～ 16 時

と　こ　ろ　ひとり親ＩＣＴ就業支援センター

対　　象　県内在住のひとり親家庭

　　　　　（母子・父子家庭）の親

定　　員　各コース 10 人

受　講　料　無料

申込期限　８月 26 日（月）必着

※申込方法などはホームページをご

　覧ください（http://www.ict-wsc.org）

詳しくは　特定非営利活動法人

　　　　　ひとり親ＩＣＴ就業支援センター

　　　　　緯０９５２（２６）３９００

　食品商談会の準備、開催後のフォ

ロー、商品のＰＲ手法などを学ぶこ

とができる基礎講座を開催します。

内　容・と　き　

　噛ＦＣＰシート作成について

　　７月 25 日（木）14 時～ 16 時

　噛商談・接客手法およびブース陳列講座

　　８月 8 日（木）14 時～ 16 時

と　こ　ろ　鹿島新世紀センター２階

講　　師　廣木　鑑治さん

　　　　　（株式会社アスリンク代表取締役）

対　　象　

　・食品商談会等に参加する事業者

　・生産者および６次産業化に取り組む事業者

　・行政、商工団体など

参　加　費　無料

詳しくは　鹿島商工会議所

　　　　　緯０９５４（６３）３２３１

テーマ　熱中症・あなたの家は大丈夫！？

　　　　～ＩＯＴを活用した家庭室温の現状～

と　　き　７月５日（金）

　　　　　18 時 30 分～ 19 時 20 分

と　こ　ろ　エイブルホール

定　　員　300 人程度

参　加　費　無料

詳しくは　織田病院連携センター

　　　　　緯０９５４（６３）３２７５

　郷土の歴史について、毎月講話や

見学を行っています。一緒にふるさ

との歴史を楽しみませんか。

時　間　13 時 30 分～ 15 時

ところ　田澤記念館（城内）

資料代　200 円（入場無料）

日程・内容・講師

噛７月４日（木）

　演題　観光客０から２５万人へ。

　　　　　肥前浜宿観光の流れと展望

　講師　中村　雄一郎さん

　　　　（鹿島市観光協会会長）

噛８月１日（木）

　演題　能面を打って１６年

　講師　日髙　和之さん（高津原）

噛９月５日（木）

　演題　田澤思想の継承を考える

　講師　杉谷　雅博さん

　　　　（塩田町民生委員）

詳しくは　鹿島史談会事務局　杉谷

　　　　　緯０９５４（６３）２４８７

　精神疾患の種類、精神・発達障害

の特性などの基礎知識や一緒に働く

上でのコミュニケーションについて

学ぶ講座です。

日時・場所　13 時 30 分～ 15 時

　 7 月 18 日（木）ハローワーク鳥栖

　 9 月 13 日（金）メートプラザ佐賀

　11 月 13 日（水）ハローワーク武雄

　令和２年２月 18 日（火）ハローワーク唐津

　※事前に申し込みが必要です

詳しくは　佐賀労働局

　　　　　緯０９５２（３２）７２１７

　住み慣れた自宅で最期を迎えるに

はどうすればいいか。鹿島の在宅医

療について考える講演会です。

と　　き　７月６日（土）14 時～

と　こ　ろ　エイブルホール

講　　師　志田　知之さん

　　　　　（志田病院院長）

参　加　費　無料

詳しくは　風のガーデンの会・鹿島　代表久原

　　　　　緯０９０（１１９５）４１０２

イベント

　夏恒例の特大おはなし会！暑さに

まけない楽しいおはなしがたくさ

ん！県立宇宙科学館からのプレゼン

トもあります。

と　　き　７月７日（日）10 時～ 12 時

と　こ　ろ　いきいきルーム（保健センター内）

詳しくは　市民図書館

　　　　　緯０９５４（６３）４３４３

と　　き　８月１日（木）

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社周辺

内　　容　

　焔祭典　11 時～

　焔若草保育園児アトラクション

　焔鯉つかみ　14 時～

　焔祐徳おどり大会　19 時～

詳しくは　鹿島市観光協会

　　　　　緯０９５４（６０）５１４５

と　　き　７月 21 日（日）※少雨決行

　胸夏まつり　　　　19時～

　胸おしまさん詣り　22時30分～

と　こ　ろ　七浦海浜スポーツ公園

夏まつりアトラクション　

　焔郷土芸能（音成区）　　19 時 25 分～

　焔七浦盆踊り　　　　　20 時～

　焔お楽しみ抽選会

詳しくは　同実行委員会事務局

　　　　　緯０９５４（６２）８３２５

　ピアノやギターの生演奏に合わせ

て、思い出の歌をみんなで一緒に

歌って脳トレしませんか。

と　　き　７月 15 日（祝）14 時～ 16 時

と　こ　ろ　かたらい４階多目的室

曲　　目　糸、星に祈りを、あざみの歌、

　　　　　365日の紙飛行機、若者たち、

　　　　　悲しくてやりきれない　ほか

参　加　費　無料

詳しくは　歌声喫茶かしま　平田

　　　　　緯０９５４（６２）５６４６

歌声喫茶かしま

食品商談会基礎講座

鹿島史談会　歴史講座

ゆうあい公開セミナー

風のガーデンの会　講演会

『鹿島の在宅医療 ・ その現状と課題（衛）』

ひとり親のための
在宅就業に向けたパソコン講座

納涼ふるさと七浦夏まつり

天の川お星さまおはなし会

恒例　祐徳夏まつり

精神・発達障害者
しごとサポーター養成講座

情報掲示板 愚 講習会・教室・イベント
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　鹿島の夏の風物詩、納涼花火大会

を開催します。夏の思い出に、ぜひ

お越しください。※雨天順延

と　　き　８月 24 日（土）20 時～

打上場所　鹿島川河口付近

　　　　　（北鹿島新籠富山海岸）

※詳しくは広報かしま８月号に掲載します

怯『メッセージ花火』受け付けます

　還暦、誕生日などのメッセージ花

火を打ち上げてみませんか。

詳しくは　花火大会実行委員会事務局

　　　　　（鹿島市観光協会内）

　　　　　緯０９５４（６２）３９４２

　市内外の小中高生を中心に作り上

げた、笑いあり涙ありの華やかなお

芝居と歌＆ダンスの舞台公演です。

　ご家族でお楽しみください。

と　　き　７月 15 日（祝）14 時～

と　こ　ろ　エイブルホール

内　　容　

　焔演劇『赤い月夜の魔女ツアー』

　焔歌とダンスのステージ

入　場　料　無料

詳しくは　劇団ヤマト事務局　野崎

　　　　　緯０９０（２５０８）８３７４

　干潟の生き物について調べる小学

生程度の観察会です。

と　　き　７月 28 日（日）

　　　　　９時～ 12 時

と　こ　ろ　鹿島市干潟交流館

内　　容　（講義）干潟ってどんなところ

　　　　　（実習）生きものを見つけよう　など

講　　師　藤井　直紀さん（佐賀大学）

参　加　費　無料

※汚れてもよい格好でお越しください

　主催　ネイチャー佐賀

　　　　（佐賀県自然観察指導員連絡協議会）

詳しくは　佐賀県自然観察指導員

　中村　緯０９０（８３９１）８０７７

　夏の風物詩“浜祇園祭”が１３日、

１５日に行われます。また、１４日

には浜大橋横のまちなみ駐車場でカ

ラオケ大会やお楽しみ抽選会などの

イベントを開催します。

と　　き　７月 13 日（土）～ 15 日（祝）

と　こ　ろ　浜町・古枝大村方区一帯

詳しくは　浜公民館

　　　　　緯０９５４（６２）２５３４

相　談

　佐賀県知的障害者更生相談所によ

る巡回相談が実施されます。心理判

定員が療育手帳の再判定や福祉サー

ビスに関する相談を受け付けます。

　相談を希望する人は、必ず事前に

福祉課へ予約してください。

と　　き　８月５日（月）10 時～ 16 時

と　こ　ろ　市役所５階第５～７会議室

詳しくは　福祉課障がい福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

　事前に申し込みが必要です。

と　　き　７月 21 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）

　11 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

　25 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

　11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

　２・16 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（祝日を除く）

　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

　４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

　17 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

　23 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（４人） 

保健センター（エイブル１階）

　９日（火）13 時 30 分～ 16 時

　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）

　14 日（日）10 時～ 14 時 30 分

狂土地・建物に関する無料相談所

市役所５階第６会議室

　23 日（火）13 時 30 分～ 16 時 30 分

狂納税相談（10 人程度） 　税務課

　17 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

　19 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

知的障害者更生相談所
巡回相談

弁護士による
無料法律相談会

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

劇団ヤマト　夏公演

ぎ お ん

浜祇園祭
第５回鹿島市民
納涼花火大会

ひがたの定点調査

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

７月３１日（水）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 イベント・相談



９月号８月号

７月３日 ８月２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

この広報紙は再生紙を使用しています

第35回鹿島ガタリンピック第35回鹿島ガタリンピック

TopicsTopics まちの話題まちの話題

　６月２日、鹿島の干潟を舞台に、今年で３５回目となる鹿島

ガタリンピックが開催され、国内外からたくさんの人が集い熱

戦を繰り広げました。会場では、泥まみれになる人も応援する

人も、すべての人が自然の恵みを全身で体感していました。

　“人間むつごろう”にグループで参加した皆さんは「潟の泥

がやわらかくて気持ちいい。来年も参加したい」と全身泥だら

けになって楽しんでいました。


