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　中木庭地区ではもともと家々であじさいを見ることができたということもあり、地元の活性化に繋がればと能古見

地区振興会や中木庭地区、能古見地区の有志により植栽が始められ、今では見ごろの６月になると約９,０００株の花

でダム周辺一面が彩られます。毎年２月頃に約８００株が植えられ、草払いや剪定など、中木庭地区や主催する能古

見地区振興会の皆さんにより管理されています。

　今年で５回目の開催となったあじさいまつりは、市内だけでなく県外からの来場者も多く、団体ツアーの観光客も

訪れるなど、能古見のあじさいは広く知られるようになっています。

　能古見地区振興会会長の井手國昭さんは「あじさいまつりは地域の振興に繋がればとの思いからはじまった。最近

では県外から来てくれる人も多く、今では能古見といえば“あじさい”と言ってもらえるようになったのでうれしい。

今年はコスモスも植える予定なので見ごろの中木庭フェスタのときにも足を運んでほしい」と話されました。

　６月２２日と２３日、中木庭ダムやまびこ広場周

辺であじさいまつりが開催されました。

　市内外から家族連れなど多くの人が訪れ、園内に

広がる青やピンクのあじさいを楽しんでいました。

TopicsTopics まちの話題まちの話題

中木庭ダム
　あじさいまつり
中木庭ダム
　あじさいまつり
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C o n t e n t s

　当日は、園内のあじさいを挿し木用として持ち帰

ることができるということもあり、たくさんの人が

切花を手に挿し木の講習を熱心に受けていました。

　挿し木したあじさいは2週間から1ヶ月で根をはり、

２～３年で花を咲かせます。

　園内では、あでやかに咲き誇るあじさい

をゆっくりと鑑賞しながらカメラで撮影す

る来場者の姿も多く見られました。

　長崎県から訪れた女性は、「母が植栽に

参加したこともあって、実際に来てみた

かった。あじさいがたくさん植えられてい

て本当にきれい。」と話し、福岡県から団

体ツアーに参加して来たという皆さんは

「こんなに広く一面に咲いているあじさい

はあまり見たことがないので来れてよかっ

た」と散策を楽しんでいました。

　やまびこ広場の休憩所内では、たまねぎやトマト

など、地元産の新鮮な野菜の販売や新茶などがふる

まわれ、能古見地区振興会女性部の皆さんが笑顔で

来場者をもてなしていました。

　同地区振興会女性部の皆さんは「最近ではツアー

の観光客も多く、今年は福岡県からも団体での来場

があった。これからもたくさんの人に来てほしい」

と笑顔。会場はたくさんの人でにぎわいました。
能古見地区振興会

　　女性部の皆さん

挿し木講習の様子
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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）

皐２０１９年沼尻直杯全国中学生選手権

　第45回全国中学生レスリング選手権大会

　開　催　日　６月８～９日（茨城県水戸市アダストリアみとアリーナ）

　【男子 48kg 級】　２位　白川　剣斗（西部中３年）

　【女子 42kg 級】　５位　松尾　環那（佐賀清和中１年）

皐全九州高等学校総合体育大会

　レスリング　開　催　日　６月 14～ 16 日

　　　　　　　（熊本県玉名市総合体育館）

　【92kg 級】　優勝　芹川　力亜（鹿島高３年）

　【80kg 級】　２位　北村　勇気（鹿島高３年）

　ウェイトリフティング　開　催　日　６月 15～ 16 日

　　　　　　　（鹿児島県薩摩川内市入来総合運動場体育館）

　【55kg 級】　優勝　嶋江　大悟（有田工業高３年）

皐第34回今治少年少女レスリング選手権大会

　開　催　日　６月 30 日（愛媛県今治市営中央体育館）

　【中学生女子 42kg 級】

　　優勝　松尾　環那（佐賀清和中１年）

　【年長 19kg 級】

　　２位　松尾　綾乃（若草保育園年長）

皐第32回佐賀県テコンドー選手権大会

　開　催　日　６月 23 日（佐賀市立西川副小体育館）

　【小学１・２年女子】　優勝　川島　涼羽（浜小２年）

　【小学４年男子】　２位　川島　真友（浜小４年）

皐全日本バレーボール小学生大会佐賀県大会

　開　催　日　６月 23 日（小城市芦刈文化体育館）

　　３位　明倫ジュニアバレーボール

皐福岡ふくつオープンジュニア《テニス》

　開　催　日　６月 30 日（福岡県福津市久末総合公園）

　【男子シングルス】　２位　光武　拓海（明倫小５年）

皐佐賀県中学生弓道大会

　開　催　日　６月 15 日（県総合体育館弓道場）

　【団体女子】　３位　鹿島・神埼合同チーム

　　　　　　　　　　《小野原　暖花（東部中３年）》

　　　　　　　　　　

皐全国剣詩舞コンクール九州地区大会

　開　催　日　７月７日（熊本県熊本市男女共同参画センター）

　【『詩舞』少年の部】

　　２位　山﨑　華子（鹿島高３年）

　※９月に東京で開催される全国大会に九州代表として出場予定

皐２０１９家族の絵コンクール

　最優秀賞　針尾　小梅（海童保育園年中）

　　特選　　巨瀨　有莉（能古見保育園年少）

　　　　　　中島　耀平（浜小１年）

　　　　　　髙田　了一（浜小２年）

　　佳作　　村上　飛牙（旭ヶ岡保育園年長）

　　　　　　西川　葵（海童保育園年長）

　　　　　　中村　柚花（海童保育園年長）

　　　　　　中島　武咲侍（共生保育園年長）

　　　　　　白川　萌果（北鹿島小２年）

皐第34回佐賀新聞学童オリンピック大会

　なぎなた　開催日　６月９日（嬉野市社会文化会館リバティ）

　【演技競技】　２位　大谷　実穂（明倫小３年）

　水泳競技　開催日　６月 16 日（県総合運動場水泳場）

　【50ｍ・100ｍバタフライ】　優勝

　　　　　　　　島　七海（鹿島小５年）

　【100ｍ背泳ぎ】　優勝　【50ｍ背泳ぎ】　２位

　　　　　　　　中村　啓人（能古見小５年）

　【50ｍ自由形】　２位　【50ｍ平泳ぎ】　３位

　　　　　　　　井上　大志（能古見小４年）

　【100ｍ背泳ぎ】　２位　【50ｍ背泳ぎ】　３位

　　　　　　　　山口　浩生（鹿島小６年）

　【100ｍ背泳ぎ】　３位

　　　　　　　　宮﨑　優斗（能古見小５年）

　【50ｍ・100ｍ平泳ぎ】　３位

　　　　　　　　長友　優志（能古見小６年）

　【50ｍ・100ｍ背泳ぎ】　３位

　　　　　　　　野中　さゆり（鹿島小６年）

　【共通男子４×50ｍフリー・メドレーリレー】

　　２位　山口　浩生（鹿島小６年）、長友　優志（能古見小６年）、

　　　　　中村　啓人（能古見小５年）

　【共通混合４×50ｍフリーリレー】

　　優勝　山口　浩生（鹿島小６年）、野中　さゆり（鹿島小６年）、

　　　　　島　七海（鹿島小５年）

　【共通混合４×50ｍメドレーリレー】

　　２位　山口　浩生（鹿島小６年）、野中　さゆり（鹿島小６年）、

　　　　　長友　優志（能古見小６年）、島　七海（鹿島小５年）

　ソフトテニス　開催日　６月８日（県立森林公園テニスコート）

　【男子の部】　３位　鹿島ジュニア

　【女子の部】　３位　鹿島ジュニアＡ

皆さん
おめでとう
　ございます！

　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

文化・スポーツの結果文化・スポーツの結果
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恭脳若教室（１２回コース）

　認知症予防を目的に、iPadを使った脳ト

レを行います。参加者同士で交流しながら

ストレッチや記憶力ゲームで楽しく脳を活

性化しませんか。

と　　き　９月５日～ 11 月 21 日

　　　　　（毎週木曜日）10時～ 11時 30 分

と　こ　ろ　かたらい３階大会議室

定　　員　先着 24 人

対　　象　おおむね 65 歳以上

テキスト代　2,000 円　※初回に集金します

　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過ごしませんか。

　今回は、ドライハーブの“石けん”

作りと、『認知症ってどんな病気？』

をテーマにお話もあります。

　と　　き　８月 21 日（水）

　　　　　　13 時 30 分～ 15 時

　と　こ　ろ　エイブル２階和室

　参　加　費　無料

恭健康長寿のための介護予防料理教室（毎月開催　全５回）

　いつまでもおいしく、楽しく、食事をすることは健康の基本です。

　自立した食生活・栄養管理で介護予防をしてみませんか。講師はＭＩＺ薬局の管理栄養士です。

　と　　き　８月 21 日（水）11 時～ 13 時 30 分　　　持　参　品　エプロン、三角巾、筆記用具　　　　　　

　と　こ　ろ　エイブル２階調理室　　　　　　　　　　参　加　費　500 円（材料費、教材費含む）

　対　　象　おおむね 40 歳以上の人　　　　　　　　定　　員　先着 12 人　　　栢申込期限８月 15 日（木）

第１回テーマ

『たんぱく質を食べて元気に過ごそう！』
第１回テーマ

『たんぱく質を食べて元気に過ごそう！』

地域包括支援センターからのお知らせ

　新たな市民会館は、１１月末までに実施設計が完了する

予定です。なお、旧市民会館は、８月中旬以降に建物の解

体作業に着手します。

　また、鹿島市のＨＰに基本設計の概要版を公開

しているほか、庁舎１階とエイブル玄関に完成予

想模型を展示していますので、ぜひご覧ください。

　総務課総務係　緯０９５４（６３）２１１１詳しくは

栢解体予定の市民会館を利用した災害救助訓練

　　市民会館の建替え計画を進める中で、鹿島警察署、佐賀県警

　本部の要請により『要人警護』『災害救助』など、既存の市民

　会館を利用した各種訓練に協力をしています。

新たな市民会館建設事業について新たな市民会館建設事業について

完成予想ＣＧ完成予想ＣＧ
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情報掲示板ワイド

お
知
ら
せ

自然の館ひらたにをご利用ください

　鹿島市自然の館ひらたには自然環境に恵まれた施設で、企業の研

修や合宿・自然観察会・夏休みのこども会の活動の場などに最適で

す。また、夏場はご家族ご友人を誘ってのバーベキュー・そうめん

流し・昆虫採集、秋は経ケ岳登山や原木しいたけ狩りなども楽しむ

ことができます。ぜひご利用ください。

怯施設詳細

宿　泊　焔和室タイプ（定員５人）４室　焔洋室タイプ（定員５人）４室

研修等　焔研修室（洋室タイプ定員 45 人）　焔大広間（32 畳敷）

食　堂　１室（定員 40 人）　　　　　　　　浴　室　男女各１室

東　屋　１棟（バーベキューなど）　　　　駐車場　30 台

怯利用料金

宿　泊　2,500 円（中学生以下 1,500 円）　　　　研修等　２時間につき 1,000 円（研修室、大広間）

食　事　焔朝食 648 円（小学生 540 円、幼児 432 円）　焔夕食 1,404 円（小学生 756 円、幼児 648 円）

　自然の館ひらたに（火曜日休館）　緯０９５４（６４）２５７９詳しくは

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

　運転に不安のある人、家族から返納を勧められている人は、運転免許証の返納について考えてみませんか。

お
知
ら
せ

運転免許証を自主返納された人を支援します

対　　象　市内に住所を有し、満75歳になった日以

　　　　　降に運転免許証を自主返納した人

　　　　　※平成30年７月１日以降の返納から対象

内　　容　祐徳バス、再耕庵タクシーで使用できる

　　　　　共通利用券8,000円分の交付（１回限り）

申請に必要なもの

　煙印鑑（認印可）

　煙運転免許の取消通知書（返納時に警察で交付）

　煙保険証など（住所・年齢が確認できるもの）

※家族などによる代理申請を行う場合、代理申請者の

　身分証明書も持参してください。　　　
　総務課防災係　緯０９５４（６３）２１１２申請・問合せ先

　全国家計構造調査は、１０月から１１月までの２カ月間に渡り、家計における収支や

貯蓄・負債、就業状況、住居に関する事項などを調査するものです。調査員が皆さんの

お宅に伺いましたら、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。　

お
知
ら
せ

２０１９全国家計構造調査にご協力ください

怯全国家計構造調査とは？

　家計における消費や所得、資産などの実態を明ら

かにすることを目的に行われるもので、調査結果は、

社会保障や福祉政策の検討など、国民生活に身近な

さまざまな政策などに役立てられます。

　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

　日本年金機構では、年金制度に対する理解を深めてもらうため、『わたしと年金』をテーマにしたエッセイを募

集します。応募者ご自身や身近な人と公的年金制度のかかわり、社会保障としての意義など、公的年金に関するエ

ピソードを盛り込んだ内容であればなんでも結構です。ふるってご応募ください。

お
知
ら
せ

『わたしと年金』エッセイ募集

応募資格　一般、学生・生徒（中学生以上）

応募要領　日本語で 1,000 ～ 2,000 文字以内

　　　　　※応募先に郵送で提出

応募締切　９月 13 日（金）　当日消印有効

栢受賞者の発表等は、１１月中に日本年金機構

　ホームページでお知らせします。

　　　　　　　　〒１６８－８５０５

　東京都杉並区高井戸西３－５－２４

　日本年金機構相談・サービス推進部

　サービス推進グループ『わたしと年金』担当

　緯０３（５３４４）１１００

　※詳しくはホームページをご覧ください

応募・問合せ先

内　　容　（開場８時 30 分）

　潤式　典　９時～

　　各種表彰式

　潤演芸交流会の部　10 時～

　　・単位クラブ発表

　　・落語　山口　俊治

　　　　　　　　　（鹿島市）

　　・三線　おきつ　ななこ

　　　　　　　　　（白石町）

と　　き　８月 29 日（木）

　　　　　９時～ 12 時 30 分

と　こ　ろ　エイブルホール

怯趣味の作品展
と　　き　８月 28 日（水）～ 29日（木）

と　こ　ろ　エイブル玄関ロビー

応募資格　市内在住の 60 歳以上の人

応募部門　書・絵画・写真・手芸・

　　　　　工芸・彫刻彫塑など

応募受付　８月 23 日（金）まで

　　　　　９時～ 15 時

　　　　　鹿島市老人クラブ連合会事務局（ピオ３階）

作品持込　８月 27 日（火）午後

　　　　　エイブル１階

※作品には記名をしてください
　鹿島市老人クラブ連合会事務局

　緯０９５４（６２）３３９０

詳しくは ※駐車場は大駐車場、

　中川グラウンドへ

鹿島市老人クラブ大会

　人権・同和対策課

　緯０９５４（６３）２１２６

詳しくは

　『同和問題啓発強調月間』は、同和問題の解決に向けて、県民一人ひとりの理解と協力を得るために、佐賀県で

は１９９１年（平成３年）８月に設定されました。同和問題への理解を深める機会として『同和問題講演会』を開

催します。一緒に考えてみませんか。

と　　き　８月 22 日（木）
　　　　　開場 13 時　開演 13 時 30 分

と　こ　ろ　エイブルホールおよび研修室

テ　ー　マ　へこたれん　～人はきっとつながれる～

講　　師　松村　智広さん
　　　　　（みえ人権教育・啓発研究会代表）

※駐車場：市役所前・中川グラウンド（臨時）

１９５７年三重県伊賀市に生まれる。

　大学卒業後、伊賀市内中学校教員と

なる。その後、三重県人権啓発センター、

（公財）反差別・人権研究所みえに勤

める。

　現在は、伊賀市人権教育推進員をす

る傍ら、『みえ人権教育・啓発研究会』

の代表をしている。

松村　智広さん　プロフィール
まつむら　　さとひろ

講
　

演
　

会

ー８月は同和問題啓発強調月間ですー

鹿島市同和問題講演会を開催します
入場
無料
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 児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもを養育している人の生活安

定と自立を助け、子どもの心身の健やかな成長のために支給される手当です。

　受給するためには、福祉課へ申請が必要です。手当は原則として『申請月の翌月分』からの支給になります。

お
知
ら
せ

ご存じですか？児童扶養手当制度
　　　　継続受給には『現況届』が必要です

支給要件（対象となる人）

　次のいずれかに該当する子どもを監護し、かつ、生

計を同じくしている母、父または、父母に代わってそ

の子どもを養育している人です。

　①父母が婚姻を解消（離婚など）した

　②父または母が死亡、生死が明らかでない

　③父または母が一定程度以上重度の障がいがある

　④父または母が１年以上拘禁されている

　⑤父または母から１年以上遺棄されている

　⑥父または母が裁判所からＤＶ保護命令を受けた

　⑦婚姻によらないで生まれた

　※支給要件に該当しても、子どもが児童福祉施設に

　　入所したとき、または請求者および子どもが公的

　　年金（老齢福祉年金を除く）を受けることができ

　　るときや前年所得が一定以上あるときなどは手当

　　が支給されない場合があります。

　福祉課社会福祉係

　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは

支給期間

　潤子どもが18歳になる年度の３月31日まで

　潤子どもが中度以上の障がいがある場合は20歳未満

手当の額　受給資格者が扶養する子どもの人数や所得

　　　　　などで決められます

　潤子ども１人の場合（月額）

　　全額支給の場合　　　　４２,９１０円

　潤子ども２人以上の加算額（全額支給の場合）

　　２人目　　　　　　　　１０,１４０円

　　３人目以降１人につき　　６,０８０円

児童扶養手当を受給中の皆さんへ
　この手当を受給中の人は、毎年現況届が必要です。
　受付期間中に提出がない場合、11 月分からの支給を
差し止めることがありますのでご注意ください。
と　　き　８月 13 日（火）～ 14 日（水）９時～ 20 時
と　こ　ろ　市役所５階大会議室
持　参　品　印鑑、健康保険証、児童扶養手当証書、
　　　　　受給者の通帳（変更のある人のみ）、養育費等申告書、
　　　　　一部支給停止適用除外事由届出書（別途送付した対象者のみ）

　福祉課社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

 『母子家庭』『父子家庭』『父母のいない子ども』『寡婦』が、病院などの医療機関で診療を受けた場合、医療

費の一部負担金（保険診療分）を助成します。ただし、１人当たり１カ月５００円までは個人負担となります。

　また、寡婦は、１カ月につき一部負担金から１,０００円を控除した額の半額が助成額となります。

お
知
ら
せ

受給中の人は更新をお忘れなく！！
ーひとり親家庭等医療費助成制度ー

助成対象者

　潤ひとり親家庭の父・母・子ども

　潤父母のいない子ども

　潤かつて母子家庭であった健康保険被保険者本人で

　　ある一人暮らしの母親（寡婦）

　※公的年金の受給者も該当します。ただし、前年の

　　所得が一定額以上あるときは助成できません。

　※０歳から中学生の子どもは、子どもの医療費助成

　　が優先です。また、子どもの医療費受給資格証を

　　利用した後、加えてひとり親家庭等医療費助成に

　　申請することができます。（一部負担金がひと月

　　５００円を超えた場合のみ）

助成期間

　①子ども　18歳に達する年度の３月31日まで

　②父・母　子どもが20歳に達する前日まで

　③寡　婦　後期高齢者医療制度の対象となる前日まで

更新手続き
　この手当を受給中の人は、毎年更新手続きが必要
です。更新を行わないと９月１日から翌年８月31日
までの助成ができませんのでご注意ください。
と　　き　８月 13 日（火）～ 14 日（水）９時～ 20 時
と　こ　ろ　市役所５階大会議室
持　参　品　印鑑、健康保険証（全員分）、
　　　　　受給者の通帳（変更のある人のみ）、
　　　　　養育費等申告書
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　都市建設課住宅係　緯０９５４（６３）３４１５詳しくは

　市では、住宅の耐震診断や耐震改修工事などの補助金を用意しています。まずは、耐震診断を行い、ご自宅の地

震に対する強さを確認しましょう。また、木造住宅の耐震診断は、自己負担額１万円または１万５千円で受けるこ

とができます。耐震の改修設計についても補助金を受けることができますので、ご連絡ください。

お
知
ら
せ

あなたのご自宅は大丈夫ですか？

耐震診断を受けましょう

　仮に地震が起きた瞬間にあなたが無事であっても、家が壊れてしまってはその場で生活を続けることがで

きません。あるいは家が傾いただけでも、余震の不安があります。地震で家に問題が起きたとき、多くの場

合は避難所を訪ねることになるでしょう。その時、たとえば在宅で介護や医療を受けていたり、ペットを

飼っていたりして、最寄りの避難所では受け入れてもらえない場合もあります。

　児童扶養手当の受給者のうち、未婚のひとり親を対象に、臨時・特別給付金を支給します。

お
知
ら
せ

未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金

支　給　額　17,500 円

支給時期　

　毅令和２年１月（予定）

　　令和元年 11 月 30 日までの申請分

　毅令和２年３月（予定）

　　令和元年 12 月１日～令和２年１月 31 日までの申請分

申請期限　令和２年１月 31 日（金）

申請書類　申請書、戸籍謄本（抄本）

対　　象　次の全ての要件を満たす人

　毅令和元年１１月分の児童扶養手当を受ける父または母

　毅基準日（令和元年１０月３１日）において、これまで婚姻

　　（法律婚）をしたことがない人

　毅基準日（令和元年１０月３１日）において、事実婚をして

　　いない人または事実婚の相手方の生死が明らかでない人

栢申請は『児童扶養手当現況届』の手続きと同時に受け付けます

　福祉課社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

募集人員　１人（正規職員）　　　主な業務　司書業務、各種事業の企画・運営、広報、総務、施設維持管理業務など

募集期限　８月 21 日（水）　　　雇用期間　10 月１日～令和４年３月 31 日　　　試　験　日　９月１日（日）　　　

　市民図書館職員を募集します。詳しくは『エイブルの木』８月号またはホームページをご覧ください。

お
知
ら
せ

鹿島市民図書館職員を募集します

　エイブル事務局　緯０９５４（６３）２１３８　（http://kashima-able.com/）詳しくは
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　障がいをお持ちの人や、その保護者を対象とした各種手当を紹介します。各手当とも支給制限や所得制限があり

ますので、詳しくはお尋ねください。現在、手当を受給中の人は、毎年現況届が必要です。受付期間中に現況届の

提出がない場合、８月分から支給されませんのでご注意ください。

お
知
ら
せ

障がいに関する手当のご案内

　福祉課障がい福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

特別障害者手当
２０歳以上で、著しく重度の障がい状態にあるため、
日常生活で常に特別な介護を必要とする障がい者本
人に支給されます。

障害児福祉手当
２０歳未満で、重度の障がい状態にあるため、日常
生活で常に介護を必要とする障がい児本人に支給さ
れます。

特別児童扶養手当
中程度以上の障がいがある在宅の２０歳未満の児童
を監護・養育する保護者などに支給されます。

恭現況届の受付

　と　　き　８月 13 日（火）～ 26日（月）

　と　こ　ろ　市役所１階福祉課

　水道の使用水量がいつもに比べ多いときは、敷地内で漏水している恐れがあります。メーターから屋内側は水道

使用者の管理であり、その水量については水道使用者が料金を負担することになります。使用水量に異常があると

きは、早めに確認のうえ、修理をお願いします。

お
知
ら
せ

敷地内で漏水があったとき

　水道課管理係　緯０９５４（６２）３７１８詳しくは

恭漏水の疑いがあるケース

潤雨も降っていないのにずっとぬれている場所がある

潤水を使っていないのに蛇口の下がぬれている

潤検針のおしらせの使用水量が急激に多くなったとき

（水道料金が急激に高くなったとき）で、いつもより

　水を多く使用した覚えがないとき

恭漏水と思われるときは

　市指定給水装置工事事業者に連絡をして、確認・修

理・その他必要な措置をしてください。調査費・工事

費等は水道使用者の負担となります。

※漏水箇所によっては水道料金の一部を減免できる場合が

　ありますので、水道課管理係までお問い合わせください。

恭漏水の確認方法

①敷地内の蛇口を閉める

②水道メーター内のパイロットマーク

（銀色のコマで中心が赤色）を見る

③少しでも回転していたら敷地内で漏

　水している可能性があります

④水洗トイレ・給湯器・すべての蛇口から水が漏れて

　いないか確認

⑤漏れていない場合は地下などの見えないところで漏

　れている可能性があります

閣閣

　犬を外で飼う場合には逃げ出さないように、鎖

（リード）で繋ぐことが義務付けられていますが、

猫には法的制約はありません。しかし、他人の車に

キズを付けたり、他人の土地でフンや尿をして被害

を与えた場合は飼い主に責任が発生します。

　また、車との事故により、道路上で死亡している

動物の９割が猫です。中には首輪を付けた猫もいま

す。悲しい事故を防ぐためにも室内で飼いましょう。
　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　外飼いをすれば事故や怪我、ノミやダニの寄生

のリスクが高まります。また、避妊・去勢手術を

受けていなければ以下のような問題も発生します。

縄張り争い　ケンカや鳴き声による騒音

マーキング　糞尿による悪臭

無秩序な繁殖　多頭飼育崩壊や野良猫増加の原因
　　　　　　　※多頭飼育崩壊とは、避妊・去勢手術を受

　　　　　　　　けず異常繁殖して飼育不可能になること

猫の飼い方マナー
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お
知
ら
せ

ジェネリック医薬品に関するお知らせ
～国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者の皆さん～

　市保険健康課と後期高齢者医療広域連合では、現在服用している薬をジェネリック医薬品（後発医薬品）に切り

替えた場合に、薬代の自己負担額をどのくらい軽減できるか試算した差額通知ハガキを『ジェネリック医薬品に関

するお知らせ』として郵送しています。

　佐賀県後期高齢者医療広域連合業務課企画・保健係　緯０９５２（６４）８４７６

　市保険健康課国保係　　　　　　　　　　　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

怯通知の対象となる人

　該当月に処方された先発医薬品をジェネリック医薬

品に切り替えた場合に、１カ月あたりの自己負担額の

軽減が一定額以上見込まれる人が対象となります。

（必ずしも全員に届くわけではありません）

怯通知の記載内容

胸薬代にかかった金額のみ表示しています。

　実際の窓口での支払いには、技術料・管理料など、

　別費用が含まれていることがあります。

胸ジェネリック医薬品に切り替えると薬代が安くなる

　可能性があることをお伝えするもので、切り替えを

　強制するものではありません。

怯通知書に関するお問い合わせ専用窓口

『国民健康保険中央会コールセンター』を設けていま

す。通知書裏面にコールセンターのフリーダイヤルが

記載されていますので、ご利用ください。

ジェネリック医薬品とは？
　ジェネリック医薬品は、最初に作られた薬（先発
医薬品）の特許が切れた後に販売される医薬品です。
先発医薬品と同等の有効成分・効能・効果をもつ医
薬品ですが、まったく同一というわけではありませ
ん。ジェネリック医薬品を希望する場合は、まずは、
かかりつけの医師・薬剤師へご相談ください。

　８月は、イノシシ用侵入防止柵の維持管理点検月間です。ワイヤーメッシュ柵や

電気牧柵の設置状況、電圧の点検を行いましょう。

　また、猟友会鹿島支部の皆さんによる有害鳥獣駆除が実施されています。“箱わな”

などが農地や山林に設置されますので、皆さんのご理解とご協力をお願い致します。

　農林水産課農政係　緯０９５４（６３）３４１３詳しくは

イノシシ用侵入防止柵を点検しましょう

お
知
ら
せ

スポーツライフ・鹿島　教室参加者募集

スポーツライフ・鹿島事務局

（鹿島市体育協会内）

緯０９５４（６２）３３７９

申込・問合せ先

怯硬式野球体験教室

と　　き　９月７日～ 11 月２日（毎週土曜日）

　　　　　17 時～ 19時　※10 月 19 日除く

と　こ　ろ　市民球場

対　　象　中学３年生 30 人

参　加　費　クラブ会員／無料

　　　　　一般参加／ 1,200 円

　　　　　（別途、保険料 800 円）

申込期限　８月 31 日（土）　

怯子ども体験スポーツ教室

卓球教室　と　　き　８月 10 日～９月 14日（毎週土曜日）

　　　　　　　　　　18 時～ 19時 30 分　※９月７日除く

　　　　　と　こ　ろ　北鹿島体育館

　　　　　申込期限　８月８日（木）

体操教室　と　　き　10 月２日～ 11月６日（毎週水曜日）

　　　　　　　　　　17 時 30 分～ 18 時 30 分

　　　　　と　こ　ろ　鹿島小学校体育館

　　　　　申込期限　９月 30 日（月）

（共　通）　対　　象　幼児～小学６年生

　　　　　参　加　費　3,000 円（保険料含む）

　　　　　※複数申し込みでも 3,000 円です
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　１０月１日から消費税率が１０％に引き上げられることに伴い、公共料金および公共施設の使用料を改定します。

　水道課管理係　緯０９５４（６２）３７１８詳しくは

怯水道料金

①水道料金（２カ月当たり）・・１月請求分から適用

※基本料金と超過料金を合わせた額が水道料金となります

②開栓手数料・・１０月申請分から適用

　現行２１６円　閣　改定後２２０円

③水道新設負担金（加入金）・・１０月申請分から適用

２,１６０円10逢以下 ２,２００円基本
料金 ３,４５６円11逢～ 20逢 ３,５２０円

２１６円／逢21逢～ 50逢 ２２０円／逢

２５９円／逢51逢以上 ２６４円／逢

超過
料金

現行（８％）水量 改定後（10％）区分

怯下水道使用料（２カ月当たり）・・１月請求分から適用

※基本料金と超過料金を合わせた額が使用料額となります

１,５７６円10逢以下 １,６０６円基本
料金 ２,２６８円11逢～ 20逢 ２,３１０円

１４５円／逢21逢～ 40逢 １４８円／逢

１６７円／逢41逢～ 60逢 １７０円／逢
超過
料金

現行（８％）水量 改定後（10％）区分

１９４円／逢61逢～ 100逢 １９８円／逢

２２６円／逢101逢～ 200逢 ２３１円／逢

２４８円／逢201逢以上 ２５３円／逢

　環境下水道課下水道係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

１７２円18渥 １７６円

１,７２８円180渥 １,７６０円

現行（８％）水量（例） 改定後（10％）

怯し尿汲取り手数料・・１０月請求分から適用

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

公共料金（水道・下水道・し尿汲取り）公共料金（水道・下水道・し尿汲取り）

消費税率引き上げによる公共料金等の改定について消費税率引き上げによる公共料金等の改定について

公共施設使用料（生涯学習センター・体育館・キャンプ場　ほか）公共施設使用料（生涯学習センター・体育館・キャンプ場　ほか）

鹿島市民交流プラザ
福　祉　課

緯（６３）２１１９

各地区公民館、小・中学校体育館、

生涯学習センター、市民武道館、

のごみふれあい楽習館、市民体育館、

北鹿島体育館、臥竜ヶ岡体育館、

林業体育館、陸上競技場、市民球場、

サブグラウンド、グラウンドゴルフ場、

中川公園、北公園、

七浦海浜スポーツ公園（プール・体育館等）

生涯学習課

緯（６３）２１２５

干潟交流館、市営キャンプ場、

市営駐車場（中央・駅前）

商工観光課

緯（６３）３４１２

産業活性化施設（海道しるべ）
産業支援課

緯（６３）３４１１

自然の館
農林水産課

緯（６３）３４１３

施設名・問合せ先

※端数調整等により変更にならない場合があります

生涯学習センター

　ホール

　（土・日・祝日、

　　　９時～ 18 時）

区　分

市民体育館

　（１時間につき）

２,３１０円

現行（８％）

２,４２０円

改定後（10％）

５１０円 ５３０円

１２,４３０円 １３,０２０円
奥平谷キャンプ場

　10 人用コテージ

２,１００円 ２,２００円
中川グラウンド照明

　（１時間につき）

興主な施設の使用料改定興

各施設の使用料については、問合せ先

またはホームページでご確認ください。

１０月以降新たに水道・下水道を

使用開始した場合は、１月以前の

請求分から改定後の税率（１０％）

を適用される場合があります。
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防衛医科大学校
医学科学生

高卒（見込含む）
21 歳未満

18歳以上～32歳未満

募集種目

防衛大学校学生

看護学科学生（自衛官コース）

一般曹候補生

受験資格 受付期間

10 月 26 日（土）・27 日（日）

９月から始まります。詳細はお問い合わせください。

10 月 19 日（土）

９月 20（金）～ 22日（日）のうち１日

　　９月５日（木）

　　　～９月 30 日（月）

～ 9月６日（金）

一次試験

恭自衛官採用試験の案内 詳しくは、願書を取り寄せて確認してください。

　自衛隊武雄地域事務所　緯０９５４（２３）８３０４詳しくは

その他の採用情報

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郵送で請求する場合は、封筒の表面に『採用試験申
　込書請求』（社会人経験者の試験申込書類の請求に
　ついては『社会人経験者　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サイズ用紙の
　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　８月１日（木）～８月 26 日（月）
　　　　　８時30分～17時15分（土・日・祝日除く）

第一次試験
　と　　き　９月 22 日（日）９時 30分集合
　と　こ　ろ　鹿島市役所（予定）

※社会人経験者の試験を受験される人の第一次試験
　は書類選考になります。８月 26 日（月）までに書類
　を提出してください。（当日消印有効）

〒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

令和２年度採用の鹿島市職員を募集します

採 用 情 報

試験区分 一　次　試　験 受　検　資　格 採用予定人員 業務内容

教養試験
【大卒程度】

一般事務Ａ
潤平成元年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた人
潤採用後、鹿島市内に居住できる人 一般行政の業務に

従事

教養・専門試験
【大卒程度】

土　木　Ｃ
潤平成元年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた人
潤採用後、鹿島市内に居住できる人 若干名

（Ｃ・Ｄ合わせて）教養・専門試験
【高卒程度】

土　木　Ｄ
潤平成10年４月２日から平成14年４月１日までに生まれた人
潤採用後、鹿島市内に居住できる人

土木技術、一般行
政の業務に従事

潤昭和54年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた人
潤次のいずれかに該当する人
　１級建築士若しくは２級建築士資格を保有する人
　令和２年３月31日までに建築士資格を保有する見込みの人
　令和２年３月31日時点で２級建築士試験の受験資格を有する人
潤採用後、鹿島市内に居住できる人

建　築　Ｅ
教養・専門試験
【大卒程度】

若干名
建築技術、一般行
政の業務に従事

潤平成元年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた人
潤保健師資格を有する人、または令和２年３月31日までに保健師
　資格を保有する見込みの人
潤採用後、鹿島市内に居住できる人

保　健　師　Ｆ
教養・専門試験
【大卒程度】

若干名
保健師、一般行政
の業務に従事

潤昭和54年４月２日から平成元年４月１日までに生まれた人
潤民間企業等（公務含む）で５年以上の職務経験があり、培った
　知識や経験を市政に生かせる人
潤採用後、鹿島市内に居住できる人

社　会　人
経　験　者

アピールシート、
職務履歴書による
書類選考

若干名

一般行政の業務に
従事（経歴によって
は専門業務に従事する
こともあります）

教養試験
【高卒程度】

一般事務Ｂ
潤平成10年４月２日から平成14年４月１日までに生まれた人
潤採用後、鹿島市内に居住できる人

若干名
（Ａ・Ｂ合わせて）
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こんなときこのひとこと・学校だより

No.164（特別編）

オードリー先生

Regrettably, I will be leaving Kashima this summer. 
I will greatly miss, all my students, my friends, and the many people who have helped me 
over the years. As I continue forward through life, I will always cherish these memories of 
the beautiful scenery, the delicious food, and welcoming people of Kashima.
Thank you for an incredible two years.

残念ながら今年の夏、鹿島を離れることになります。

手助けしてくださった多くの皆さんと会えなくなるのはとても寂しいです。これから生活していく中でも、

美しい景色、おいしい食べ物、温かく迎えてくださった鹿島の皆さんをいつも心に抱いていきます。

すばらしい２年間をありがとうございました。

　７月でオードリー先生が鹿島

を離れられました。

　今回、皆さんへのメッセージ

をいただきました。

学 校 だ よ り

明倫小学校

No.267

出会いの会

　明倫小学校は、創立以来『地域の

方々と歩む学校』です。

　６月１１日、『出会いの会』が開

催されました。『出会いの会』とは、

学校の内外で、日ごろお世話になっ

ている皆さんを招待し、「感謝の気

持ち」と「これからもどうぞよろし

くお願いしますという気持ち」を伝

える会です。今年も、学校運営協議

会の皆さん、見守り隊の皆さんなど、

２２団体３０人以上のお客様に来て

いただきました。

　はじめに全校のみんなで『ふるさ

と』を合唱しました。ちょっと緊張

感のただよう体育館がほんわかした

雰囲気になりました。

　つづいて、来校されたお客様に感

謝の気持ちを伝えようと、３年生が

『町たんけん　大はっけん』、４年生

が『出会いにありがとう』と題して、

日ごろの学習の発表や歌、ダンスを

披露しました。鹿島市民の歌の合唱

では、お客様も口ずさんでください

ました。次に、感謝の気持ちを折り

紙や手紙などのプレゼントに託し、

それぞれの代表の方に贈りました。

贈る方ももらう方も笑顔のやり取り

で、自然に「ありがとう」「ありが

とうございます」と心を通わせてい

ました。

　最後に各団体の代表者の方から子

ども達へメッセージをいただきまし

た。地域の方からのたっぷりの愛情

を感じる瞬間でした。

　これからも、子ども達が地域へ「い

い顔　いい声　いい動き」を発信し、

笑顔あふれる明倫小学校校区にして

いきたいと思います。
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九州佐賀国際空港で“かしまフェア”を開催中です！

　佐賀県の空の玄関口、九州佐賀国際空港

の利用が年間で一番多くなる夏休み、お盆

の帰省に合わせて、『かしまフェア』を開

催中です。

　１階チェックインロビーで鹿島の特産品

を一挙に紹介する特設展示のほか、２階の

土産売り場『ＳＡＧＡ空港一番館』ではお

みやげコーナーを設置し、特産品の販売や

催事イベントなどを行っています。お近く

にお立ち寄りの際はぜひお越しください。

興九州佐賀国際空港『ＳＡＧＡ空港一番館』興

　と　　き　８月 18 日（日）まで

　電　　話　緯０９５２（４６）２０８０

　　　　　産業支援課

　緯０９５４（６３）３４１１

詳しくは

受 賞 者 紹 介

佐賀県食育賞表彰

家庭・地域部門

鹿島味噌加工施設　森田さん鹿島味噌加工施設　森田さん

迎　りつ子さん迎　りつ子さん

６月４日、平成３０年度佐賀県

食育賞表彰式が佐賀市で行われ、

家庭・地域部門で鹿島味噌加工

施設と迎りつ子さんが、食育教

育部門で株式会社七浦・道の駅

鹿島がそれぞれ表彰されました。

皆さんおめでとうございます。

食農教育部門

七浦・道の駅鹿島　黒川さん七浦・道の駅鹿島　黒川さん

TopicsTopics まちの話題

まちなか花いっぱい運動

　７月１３日、新鹿島高校の生徒・ＰＴＡ・

先生による『花ボラ』と中心商店街の合同

で『まちなか花いっぱい運動』が開催され

ました。

　集まった生徒約２５０人、商店街関係者

約３０人の参加者は、商店街一帯の除草に

加え、公園の花壇やお店の前のプランター

に花を植えました。例年２回の作業を行い、

今回は、トレニアやポーチュラカなどの花

苗を約８００本植え込みました。今後は各商店が管理を行い、花を咲かせ続ける

秋まで商店街に彩を与えてくれます。

かめかん

甕棺
かめかん

甕棺

くだたま　　まがたま

管玉・勾玉
くだたま　　まがたま

管玉・勾玉

てっか

鉄戈

新指定・鹿島市重要文化財『旭ヶ岡遺跡出土遺物』

　旭ヶ岡遺跡出土遺物は、旭ヶ岡遺跡から

出土した考古資料の一部です。

　平成２７年に鹿島高等学校の校舎改築工

事に伴って実施された発掘調査の結果、旭ヶ

岡遺跡が弥生時代（約二千年前頃）の鹿島

地方の拠点集落で、有力な支配者がいたこ

とも明らかになりました。

　今回、遺跡から出土した遺物のうち、特

に重要な１７点を新たに鹿島市の重要文化

財に指定しました。なお、指定した文化財

の一部を、鹿島市民図書館で展示しますの

でこの機会にご覧ください。

と　　き　８月３日（土）～ 25 日（日）

と　こ　ろ　市民図書館　郷土資料コーナー

　生涯学習課社会教育・文化係　緯０９５４（６３）２１２５詳しくは

ませいせっけん

磨製石剣

どうほこ

銅矛
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このごみどの袋・人権の輪

８月は『同和問題啓発強調月間』です
～同和問題について考えてみましょう～

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

　昭和４０年８月１１日、同和対
策審議会が、佐藤内閣総理大臣へ

『同和地区に関する社会的及び経
済的諸問題を解決するための基本
的方策』についての諮問に答申し
ました。このことにちなんで、佐
賀県では８月を『同和問題啓発強
調月間』に定めています。鹿島市
も同和問題解決のための啓発事業
を集中的に実施しています。
　同和問題は、本人の人柄や能力
とは関係なく、生まれた場所や
育った場所、住んでいる場所を理
由として、就職や結婚などで不当

な差別を受けるという日本固有の
人権問題です。国や地方自治体は、
同和問題の解決のためさまざまな
取組を実施してきました。同和問
題の不当な差別意識は、解消の方
向に向かっているものの、いまだ
根深く残っている状況です。
　近年、情報化の進展により、イ
ンターネットにおける差別情報の
掲載や第三者による住民票・戸籍
謄本等の写しの不正取得などの問
題が新たに発生しています。
　このような社会情勢の変化を考
慮して、平成２８年１２月『部落

差別の解消の推進に関する法律』
（部落差別解消推進法）が施行さ
れました。この法律は、全ての国
民に基本的人権を保障する日本国
憲法の理念に則り、「部落差別は
許されないものである」との認識
のもと、部落差別を解消すること
を目的にしています。
　差別をなくすために、差別のこ
とを正しく知ること、差別に気づ
くこと、差別をなくすために自ら
行動することが大切なことだと思
います。
　鹿島市でも街頭啓発や講演会、
学習会を開催しています。皆さん
のご参加をお待ちしています。
　８月の同和問題啓発強調月間を
機会に、同和問題について考えて
みましょう。

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

できること　わたしにあれば　てつだうよ　　　土井　星来（明倫小２年）
気づいたら　みてみぬふりは　やめようよ　　　永石　育海（明倫小４年）

※学年は平成 30 年度人権標語
紹　介
人権標語
紹　介

No.150

　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された使用済み小型家電はその後どうなりますか？Ｑ、ごみステーションに出された使用済み小型家電はその後どうなりますか？

　　　　ご　　　み

ＧＯＭＩのこばなし③
　　　　ご　　　み

ＧＯＭＩのこばなし③

栢鹿島市では、年間約１.６トンが搬出されています。

　燃えないごみ（その他）の指定ごみ袋で出して、環境に安全なリサイクルにご協力ください。

覚燃えないごみ（その他）の指定ごみ袋で出された、使用済み小型

　家電（携帯電話、ノート型パソコンなど２８品目）は収集業者が

　分別し、国が認定した事業者へ搬入します。

覚認定事業者でフロンなどの有害物質含有部品を除去し、金・銀・

　銅等の有用な金属やステンレス系・プラスチック系産物などが取

　り出され、リサイクルの原料となります。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第８条により、容器包装

廃棄物の分別を推進し、ごみの量を減らす目的のため、令和２年から６年までの５年

間を計画期間として策定しました。詳しくは市ホームページをご覧ください。

第９期鹿島市分別収集計画
を策定しました

出典：環境省

Ａ、金・銀・銅を取り出し２０２０年東京オリンピックのメダルに！
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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

に行ってみよう

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

“としょかんえんにち”再登場！
　ゴールデンウィークに大好評だった“としょかんえんにち”

　もう一度！！の声におこたえして、夏休みに再登場します！

と　き　８月 10 日（土）～ 12 日（振休）

ところ　図書館内　　※プレゼントはありません

興貸出５点で『えんにちあそびたい券』を配布します。

　券１枚であそびが１つできます！

怯８月は館内整理のため休館はありません

　図書館は、お盆（14日・15日）も最終木曜日（29日）も開館しま

す！夏休みの宿題の参考になる自由研究や工作の本、読書感想文に

おすすめの本などを集めていますので、ぜひご利用ください。

　栢『理科教室』の受け付けは終了しました

～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。

　前期　８月 18 日（日）まで

　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

　演　題　輝きと表現の自由を求めて

石橋美代子　七宝作品展床の間
コーナー

うた

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

公
開
講
座

ところ 受講料定員 開講期間講　座　名 講　師

20 組
エイブル２階
調理実習室

迎　りつ子さん
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

８月７日（水）
18 時 30 分～ 20 時 30 分

無　料
（材料代 500 円）

20 人 ９月 14 日（土）
９時～ 12 時

エイブル１階
いきいきルーム

《さが維新まつり実行委員会共催》
さが維新総おどりにチャレンジ！

打越　隆敏さん
（佐賀県文化課）

無　料

ピアニカの魔術師第５回
えいぶる事業

まるで魔法？！ピアニカの新たな魅力に出会えるコンサート。煙発売中煙
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

全席指定

小学生
以下会員
　無料！

三井住友海上文化財団ときめくひととき　第８５１回

アミューズ・クインテットコンサート
第６回

えいぶる事業

トップ奏者による木管五重奏コンサート。
楽器紹介もあり、初めての人も楽しめます。
と　　き　10 月 20 日（日）開演 14 時（開場 13 時 30 分）
と　こ　ろ　エイブルホール
料　　金　大　　　人 1,000 円
　　　　　高校生以下　500 円
　　噛高校生以下会員無料噛

煙会員（先行）発売：８月 24 日（土）
煙一　般　発　売：８月 31 日（土）

全席自由

煙会員各 500 円引き
煙当日各 500 円増し

このコンサートは（公財）
三井住友海上文化財団の
助成により低料金に
設定しています ＠Ryusei Kojima

20 人
《有明海を巡る市民の科学講座》
～干潟の生き物の主食を考えよう
　　　　　　：干潟の基礎生産！～

藤井　直紀さん
（佐賀大学農学部）

９月 23 日（祝）
10 時～ 12 時

鹿島市干潟交流館
２階学習室

無　料

20 人
エイブル２階
調理実習室

福田　雅子さん
秋に味わう旬なティータイム
～旬な果物でフルーツティーを楽しむ！～

10 月５日（土）
10 時～ 12 時

会　員　1,500 円
一　般　1,000 円
材料代　1,500 円
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　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

熱中症に注意しましょう熱中症に注意しましょう
　　　　屋外に限らず、就寝中など室内にいると

　　　きも注意が必要です。

①暑さの感じ方は人によって異なります。自分の

　体調の変化に気を付け、万全の予防を心がけま

　しょう。高齢の人は、暑さに対する体の調整機

　能が低下しているので、特に注意が必要です。

②のどの渇きや暑さを感じていなくても、こまめ

　に水分補給、温度調整に心がけましょう。

③一人ひとりが周囲の人に気を配り、熱中症予防

　を呼びかけ合いましょう。特に、熱中症にかか

　りやすい高齢の人や子どもは、周囲が協力して

　見守りましょう。

④節電を意識しすぎるあまり、健康を害すること

　のないようご注意ください。

お知らせお知らせ

二種混合予防接種を
　　　　　受けましょう
二種混合予防接種を
　　　　　受けましょう

　　　　　　二種混合予防接種はジフテリアと破傷風

　　　　　の混合ワクチンです。

ジフテリア　ジフテリア菌が鼻や咽頭（のど）に侵入し
　　　　　　て感染し、風邪症状や重症化すると心筋炎、
　　　　　　神経麻痺などを起こします。

破　傷　風　破傷風菌は土壌の中に広く分布しており、
　　　　　　傷口などから菌が侵入して感染します。

対　象　者　11歳～13歳未満　　接種回数　１回

料　　金　無料（対象者以外は全額自己負担）

持　参　品　母子健康手帳、予防接種予診票

二種混合予防接種二種混合予防接種

予防接種予防接種

　ジフテリア、破傷風は、ワクチン接種により予防

することができます。

　乳幼児期に三種混合予防接種を受けた人も、この

予防接種でさらに免疫力をつけることができますの

で、夏休みを利用して忘れずに接種しましょう。

　風しんの公的接種を受ける機会がなかった男性を対象に、風しんの抗体検査および定期接種を実施します。

対　象　者　次の①②および抗体検査または予防接種のそれぞれの要件を満たしていること

　　　　　①検査日時点または接種日時点で鹿島市に住民票があること

　　　　　②昭和37年４月２日～昭和54年４月１日の間に生まれた男性

栢令和元年度は、昭和47年４月２日～昭和54年４月１日生まれの男性にクーポンを送付しています。

　それ以外の人は希望者のみクーポンを発行しますので、保健センターへお問い合わせください。

実施期間　令和元年７月１日～令和２年３月31日

費　　用　抗体検査・予防接種ともに無料

　　　　　※対象者であってもクーポン券がないと無料で受けることができません。

＜委託医療機関＞

　厚生労働省ホームページ『風しんの追加対策について』の一覧をご確認ください。

＜医療機関に持参するもの＞

　胸本人確認書類（保険証、運転免許証など住所、氏名、生年月日等本人確認ができるもの）

　胸クーポン券（通知に同封）

　胸抗体検査結果書類（予防接種時に抗体検査結果票などの結果がわかる書類）

　胸抗体検査［抗体検査受診票］　予防接種［予防接種予診票］（ともに通知に同封）

風しん第５期定期接種を受けましょう風しん第５期定期接種を受けましょう
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子宮頸がん・乳がん検診を受けましょう子宮頸がん・乳がん検診を受けましょう

　子宮頚がん検診は、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：1,100 円

　　　　乳　が　ん検診：40歳代1,200円、50歳以上700円

月　日 対　象　区

11 月１日
（金）午後

行成・末光・井手

11 月 11 日
（月）午前

若殿分・湯ノ峰・庄金・南舟津・中町・
本町・乙丸

11 月 12 日
（火）午前

中浅浦・筒口・中村・土井丸・母ケ浦・西葉

11 月 25 日
（月）午後

高津原（１）

11 月 26 日
（火）午後

高津原（２）

12 月３日
（火）午前

野畠・北舟津・三部・新籠・常広・音成

12 月４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・森・嘉瀬ノ浦・
大宮田尾・矢答

12 月５日
（木）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

８月 20 日
（火）午後

東町・上浅浦・大野・大殿分・大村方・七開・
古城・組方・飯田

月　日 対　象　区

８月 21 日
（水）午前

世間・重ノ木・中尾・久保山・新方・八宿・
小宮道・東塩屋・西塩屋

８月 23 日
（金）午前

横田・東三河内・西三河内・中川内・鮒越・
上古枝・下古枝・龍宿浦

８月 26 日
（月）午後

納富分・井手分

９月４日
（水）午後

小舟津・犬王袋・川内・白鳥尾・山浦開拓・
番在開拓・平仁田開拓

９月 19 日
（木）午前

城内・大手・中牟田・山浦・浜新町

９月 24 日
（火）午後

９月 25 日
（水）午前

執行分・大木庭・南川・江福

10 月６日
（日）午前

日曜日検診希望者は、保健センターに申し込み
が必要です

西牟田・新町・早ノ瀬・中木庭

　保健センター（エイブル１階）

　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

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。

けんしんけんしん

国保の人の特定健診を行います。平日に受けることができない人はぜひ受診してください。

と　　き　９月１日（日）　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

　　※８月 21 日にお知らせの通知を発送します

　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。

保健センター（エイブル１階）

緯０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

[予約制]

日曜日に特定健診を実施します日曜日に特定健診を実施します
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お知らせ

　休業中はし尿の汲み取りができま

せん。各社担当地区の住民の人は、

８月９日（金）までに汲み取り依頼

の連絡をお願いします。

連絡先・休業期間　　

　煙有明清掃社　緯（６２）４３２４

　　８月 13 日（火）～ 15日（木）休業

　煙鹿島清掃社　緯（６３）３９９４

　　８月 13 日（火）～ 15日（木）休業

　煙藤津清掃社　緯（６３）４０６４

　　８月 15 日（木）～ 16日（金）休業

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

恭夏の作業もおまかせください

　『農作業』『草払い、草取り』『家事』

『庭木剪定』『賞状書き』など。

恭家庭菜園・果樹園などに剪定枝葉

のチップ（EM 入り）はいかがですか

　『袋詰め』やトラック『バラ積み』で

販売しています。

恭刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソーなど

と　　き　８月 22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　８月 22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

　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４回『同和問題と人権英』

　　８月 6日（火）19 時 30 分～

　噛第５回『障がい者の人権』

　　８月 30 日（金）19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

　佐賀回復研究会では、依存症相談

を受け付けています。ゲーム依存、

アルコール依存、ギャンブル依存、

買い物依存などでお悩みの人は、ぜ

ひご相談ください。

　噛佐賀市久保泉公民館

　　毎週金曜日 18時 30 分～ 19 時

　噛多久市中央公民館

　　毎週土曜日 13時～ 13時 30 分

詳しくは　佐賀回復研究会（要予約）

　　　　　緯０９５２（９８）３５５０

　戦没者を追悼し平和を祈念するた

め、次の日時に１分間のサイレンを

鳴らします。黙とうをお願いします。

　興８月６日（火）　８時 15 分

　　【広島市原爆投下の日】

　興８月９日（金）　11 時２分

　　【長崎市原爆投下の日】

　興８月 15 日（木）　12時

　　【終戦記念日】

詳しくは　総務課総務係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１１

　各大学、大学院、短期大学別の

コーナーを設け、学習方法や受講手

続きについて相談を受け付けます。

（参加申込不要・入場無料・入退場自由）

と　　き　８月 31 日（土）11 時～ 16 時

と　こ　ろ　エルガーラ８階ホール

　　　　　（福岡市中央区天神１－４－２）

対　　象　一般および高校生

詳しくは　私立大学通信教育協会

　　　　　緯０３（３８１８）３８７０

令和元年６月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

怯あなたは『歩行者優先』を守っていますか？　　　※（　　）内は前年比

　横断歩道を横断しようとする人や横断中の人がいたら停止して歩行者を

通行させなければなりません。停止しなかったり、歩行者の通行を妨害し

た場合『横断歩行者等妨害等違反』として検挙の対象となります。

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

2,456 件（－478）
130 件（－021）
71 件（－012）

3,287 人（－583）
165 人（－034）
93 人（－017）

12 人（－02）
1人（＋01）
1人（＋01）

9,631 件（－467）
541 件（－026）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

274 件（－018）

大学通信教育合同入学
説明会のご案内

戦没者追悼のため
サイレンを鳴らします

お盆のし尿汲み取り
休業のお知らせ

人権学習会を開催します

詳しくは　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４

令和元年６月分の市長交際費を公表します

会　費
６月４日 3,000円 鹿島地区安全運転管理者協議会通常総会

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

６月11日 3,000円 鹿島地区交通安全協会定期総会
６月28日 4,000円 鹿島市観光協会通常総会

祝　儀
６月14日 5,000円 鹿島商工会議所通常議員総会

60,025円 令和元年度（平成 31 年度）累計　115,805 円合　計

接　遇
６月17日 4,800円 稲荷ようかん３箱（中京佐賀県人会へ提供）
６月21日 19,025円 日本酒 10 本（関西佐賀県人会へ提供）

弔　慰 ６月26日 16,200円 供花１件

６月18日 5,000円 鹿島市学校給食納入組合通常総会

ぜひ、ご活用ください
鹿島市シルバー人材センター

ゲーム依存で
悩んでいませんか？

情報掲示板 愚 お知らせ
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情報掲示板 愚 お知らせ・募集

　

　所得が少ないときや失業等により

保険料を納付できない場合は、本人

の申請で過去２年まで遡って免除ま

たは猶予される制度があります。

　申請される場合は、印鑑、年金手帳、

免許証など本人確認ができるものを

持参してください。

※離職した人は雇用保険受給資格者証

　または離職票など

詳しくは　市民課市民年金係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１７

　　　　　武雄年金事務所

　　　　　緯０９５４（２３）０１２１

　現在お持ちの『介護保険負担限度

額認定証』の有効期限は７月３１日

までのため、今後も介護保険の施設

サービスおよび短期入所をご利用予

定の人は更新申請が必要です。

申請期限　８月 30 日（金）

申請に必要な書類　

　毅介護保険負担限度額認定申請書

　毅同意書（本人・配偶者の押印が必要）

　毅添付書類（預貯金等の資産状況を

　　　　　　　確認できるものの写し）

詳しくは　杵藤地区介護保険事務所給付係

　　　　　緯０９５４（６９）８２２１

　　　　　保険健康課長寿社会係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

　入学を検討されている人（65歳

未満）などを対象にオープンキャン

パスを開催します。

と　　き　８月 25 日（日）

定　　員　50 人程度（保護者同伴可）

内　　容　各専攻実習体験、

　　　　　卒業生との交流会　など

参　加　費　無料

申込期限　８月 15 日（木）

※高校生は在籍する高校、既卒者・社会人

　は直接、農業大学校へ申し込みください

申込・問合せ先

　佐賀県農業大学校

　緯０９５２（４５）２１４４　　　

　姉０９５２（３４）７００４

　県や市の事業に対して「私たちな

らもっと質の高い公共サービスを提

供できる」というＣＳＯの皆さんか

らの提案を募集します。

募集期限　10 月 31 日（木）

応　募　先　佐賀県庁県民協働課

　　　　　緯０９５２（２５）７３７４

詳しくは　企画財政課企画係

　　　　　緯０９５４（６３）２１０１

　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。

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

会受講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

募　集

　詳細はお問い合わせください。

対象団地　市内全４団地ほか

　　　　　（武雄市・大町町地区）

申　込　書　９月２日（月）から配布

受付期間　９月５日（木）～11日（水）

　　　　　９時～ 19 時（日曜除く）

受付場所　武雄市武雄町昭和 265 番地

　　　　　指定管理者　川原建設㈱

抽　選　日　９月 18 日（水）

抽選会場　武雄総合庁舎別館

詳しくは　川原建設㈱武雄管理室

　　　　　緯０９５４（２６）０５２２

　米麦大豆、野菜、果樹、花き、畜

産などが学べます。また、生産から

加工や販売など６次産業化にも対応

しています。

応募資格　高卒または令和２年

　　　　　３月高卒見込みの人

受付期間

推薦　９月２日（月）～ 17 日（火）

一般　（１次）11月 11 日（月）～ 27日（水）

　　　（２次）令和２年１月 14日（火）～２月５日（水）

　　　　※定員に達しない場合は２次募集があります

入学試験

推薦　10 月４日（金）

一般　（１次）12 月 13 日（金）

　　　（２次）令和２年２月 21 日（金）

詳しくは　佐賀県農業大学校

　　　　　緯０９５２（４５）２１４４

職務内容　土地改良事業に関する

　　　　　維持管理業務全般、事務

募集人員　１人

応募資格　市内在住者

　　　　　18 歳～ 50歳程度の人

　　　　　普通自動車免許（ＭＴ）所有者

応募期間　８月５日（月）～９月 30 日（月）

選考方法　書類審査、面接

詳しくは　鹿島市多良岳土地改良区

　　　　　緯０９５４（６２）８０７８

対　象　者　求職者

訓練期間　10 月３日（木）～

　隅ものづくりベーシック科　４カ月

　隅電気設備施工科　６カ月

　隅機械ものづくり科　６カ月

受　講　料　無料（別途テキスト代等を要す）

申　込　先　ハローワーク鹿島

申込期限　８月 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

佐賀県農業大学校
オープンキャンパス

ＣＳＯ（市民社会組織）
からの提案を募集します

令和元年１０月期
職業訓練受講生募集

定員募集訓練科

も の づ く り ベ ー シ ッ ク 科

電 気 設 備 施 工 科

機 械 も の づ く り 科

１５

１５

１２

国民年金保険料
免除申請について

負担限度額認定の
更新申請について

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３期の口座振替日は

８月３０日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

家庭用浄化槽補助金
申請のお知らせ

県営住宅入居予備者を
募集します

農業大学校学生募集

鹿島市多良岳土地改良区
職員募集
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講習会・教室

　産業活性化施設　海道しるべでは、

夏場でも安定して収穫できるワケギ

（ネギ）の栽培講習会を開催します。

と　　き　８月 30 日（金）

　　　　　10 時～ 12 時

と　こ　ろ　産業活性化施設

対　　象　農業に従事されている人

定　　員　30 人

参　加　費　無料

持　参　品　筆記用具

申込締切　８月 29 日（木）

そ　の　他　ワケギの種球を当日配布します

詳しくは　産業活性化施設　海道しるべ

　　　　　緯０９５４（６３）８０６０

　　　　　（月曜日、祝日の翌日は休館日）

　税に関する一般的な知識の普及の

ため、社会人団体向けに講座を行っ

ています。希望日の１カ月前までに

事務局へ申し込みください。

と　　き　４月～ 12 月の平日

　　　　　９時～ 16 時（１時間程度）

と　こ　ろ　武雄税務署

対　　象　鹿島市、武雄市、嬉野市、

　　　　　杵島郡、藤津郡にお住まい

　　　　　または勤務されている人

定　　員　10 人以上

申込・問合せ先（自動音声案内後『２』）

　武雄税務署管内租税教育推進協議会事務局

　緯０９５４（２３）２１２７

　タレントの山田邦子さんと織田病

院中村淳医師による講演会です。

　皆さんの参加をお待ちしています。

と　　き　８月 10 日（土）

　　　　　14 時～ 15 時 30 分

　　　　　（開場 13 時 30 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

　　　　　（江口・神代）

　　　　　緯０９５４（６３）３２７５

と　　き　８月４日（日）※雨天決行

　　　　　受付８時 30 分～

と　こ　ろ　松本材木店（コメリ末光店前）

内　　容　イスやラックなどの作製

対　　象　小学生とその家族

定　　員　先着30組（当日申込順で受付）

※必ず保護者同伴でお願いします

参　加　費　500 円／作品

持　参　品　軍手、タオル、飲み物など

※金づち、のこぎりなどは会場で準備します

栢事前に電話での申し込みが必要です

申込・問合せ先　松本材木店

　　　　緯０９５４（６２）２７２５

“たったひとつの命だから”この言

葉のあとに、あなたはどんな言葉を

つなげますか。

と　　き　８月 22 日（木）14 時～ 15 時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階多目的室

対　　象　小学生以上

講　　師　ワンライフプロジェクト佐賀

参　加　費　無料（申込不要）

詳しくは　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

と　　き　９月１日（日）10 時～ 12 時

と　こ　ろ　のごみふれあい楽習館和室

定　　員　先着 30 人

内　　容

　煙命の大切さを伝える朗読会

　煙緊急時のＡＥＤの使い方

　煙災害食の試食

参　加　費　100 円／人

申込・問合せ先

　かしま防災サポーターズクラブ

　（鹿島市社会福祉協議会内）

　緯０９５４（６２）２４４７

試　験

　『責任技術者』は、下水道排水設

備工事を施工する指定工事店として

指定を受けるために必要な資格です。

試　験　日　10 月３日（木）

試験会場　佐賀市文化会館３階大会議室

受　験　料　5,000 円

受験講習　９月 27 日（金）

講習会場　佐賀市文化会館３階大会議室

受　講　料　3,000 円

※別途、販売元より直接購入するテ

　キスト（2,500 円）が必要です

受付締切　８月 19 日（月）

※受験案内は環境下水道課で配布してい

　ます。また、受験資格や申込手続などの

　詳細は、受験案内をご覧ください

詳しくは　佐賀県下水道協会

　　　　　緯０９５２（３３）１３３０

　詳しくは警察署等で配布する試験

案内をご覧ください。

受験年齢等　平成２年４月２日

　　　　　～平成 14 年４月１日生

※警察官Ａ採用試験（大学既卒者・

　卒業見込み者）対象者を除く

申込期間　８月 19 日（月）

　　　　　～９月 13 日（金）

詳しくは　佐賀県警察本部警務課

　　　　　緯０９５２（２４）１１１１

相　談

　妊娠期からの仲間づくり、身近な

相談窓口としてマタニティサロンを

開催します。情報交換などしながら

ゆっくりと時間を過ごしませんか。

と　　き　９月４日（水）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階多目的室

内　　容　エコー写真のアルバムづくり、

　　　　　情報交換、相談など

参　加　費　無料

詳しくは　子育て支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）０８７４

ワケギ（ネギ）栽培講習会

親子でワクワクものづくり
木工教室参加者募集

税金に関する出前講座

市民公開セミナー

『知って欲しい乳がん検診の大切さ』

朗読会
『たったひとつの命だから』

かしま防災サポーターズクラブ
防災の日イベント

排水設備工事責任技術者
資格試験

警察官Ｂ採用試験

マタニティサロンに
参加しませんか

　児童手当の現況届は
　　　　　　お済みですか？
　児童手当を受給している人は、
毎年、現況届の提出が必要です。
　手続きをされていない人は、早
急に福祉課までお越しください。

詳しくは　福祉課社会福祉係
　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

情報掲示板 愚 講習会・教室・試験・相談
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と　　き　８月２日（金）10 時～ 17 時

と　こ　ろ　県内各司法書士事務所（要予約）

相談内容　登記、相続、成年後見など

怯電話無料相談も行っています

《専用ダイヤル》　緯０９５２（２９）０６３５

　毎週月・木曜日 18 時～ 20 時

詳しくは　佐賀県司法書士会

　　　　　緯０９５２（２９）０６２６

　いじめ・虐待など、子どもの人権

に関わる悩みごと、心配ごとなどの

相談に法務局職員、人権擁護委員が

応じます。お気軽に相談ください。

（相談内容の秘密は固く守られます）

と　　き　８月 29 日（木）～９月４日（水）

　　　　　８時 30 分～ 19 時

　　　　　※土・日は 10 時～ 17 時

相談電話　緯０１２０（００７）１１０

　事前に申し込みが必要です。

と　　き　８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（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）

　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　

　８日（木）市役所５階

　13 時～ 15 時 30 分（受付 14 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

　６・20 日（火）10 時～ 12 時、13 時～ 15 時

新世紀センター２階会議室１

　要予約　市民課緯（６３）２１１７

狂消費生活相談　

　毎週月・金曜日（23 日・祝日を除く）

　９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

新世紀センター２階会議室

狂人権相談

　１日（木）10 時～ 15 時

　市民交流プラザかたらい３階健康相談室

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）

　21 日（水）９時 30 分～ 12 時

新世紀センター２階会議室２

　要予約　福祉課緯（６３）２１１９

狂発達障害児（者）専門相談

　27 日（火）10 時～ 16 時　要予約

市役所５階第７会議室

　NPO 法人それいゆ緯０９５２（３７）０２５０

狂ことばの相談（４人） 

　20 日（火）13 時 30 分～ 16 時

保健センター（エイブル１階）

　要予約　保健センター緯（６３）３３７３

狂土地・建物に関する無料相談所

　27 日（火）13 時 30 分～ 16 時 30 分

市役所５階第６会議室

狂住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　10 日（土）10 時～ 12 時

狂納税相談（10 人程度） 　税務課

　21 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）

　16 日（金）13 時～ 16 時

 市民交流プラザかたらい３階会議室

　社会福祉協議会緯（６２）２４４７

狂生活お困りごと相談（要予約）

　月曜日～金曜日９時～ 17 時

市民交流プラザかたらい３階

　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

テーマ　新時代～地域と共に輝く夏～

イベントや屋台を用意して、皆さん

のお越しをお待ちしています。

と　　き　８月 24 日（土）16 時 30 分～

と　こ　ろ　志田病院新館駐車場

　　　　　※雨天時は屋内

詳しくは　志田病院夏祭り実行委員会

　　　　　緯０９５４（６３）１２３６

　夏の夕べ、有明海をバックに和楽

器の調べに酔いしれませんか。

と　　き　８月 24 日（土）

　　　　　16 時～ 17 時 30 分

と　こ　ろ　鹿島市干潟交流館

定　　員　40人

参　加　費　無料

栢有明海保全のため募金にご協力ください

詳しくは　鹿島市干潟交流館

　　　　　緯０９５４（６０）５０２８

　今回で４回目を迎える土曜夜市。

子どもから大人まで楽しめる屋台、

音楽ライブや大道芸、竹灯篭点灯式

など、たくさんのイベントが行われ

ます。ぜひお越しください。

と　　き　８月 10 日（土）

　　　　　18 時～ 22 時

　　　　　※荒天時は 11 日（祝）順延

と　こ　ろ　肥前浜宿酒蔵通り

駐　車　場　浜小学校運動場（500 円）

https://hizenhamayoichi.huuryuu.com/

詳しくは　同実行委員会　木下

　　　　　緯０９０（８９１７）００４０

　お楽しみ抽選会や夜店（金魚すく

い、たこ焼き、串焼き他）など楽し

い催しがたくさんあります。

と　　き　９月５日（木）

　　　　　18 時～ 20 時 30 分

と　こ　ろ　鹿島療育園運動広場

　　　　　※雨天時は屋内

詳しくは　鹿島療育園

　　　　　緯０９５４（６２）２７８０

狂祐徳夏まつり

　１日（木）11 時～祐徳稲荷神社周辺

狂鹿島おどり

　２日（金）・３日（土）［裏表紙参照］

狂市消防団夏季訓練

　18 日（日）７時 30 分～祐徳グラウンド

狂鹿島市民納涼花火大会

　24 日（土）20 時～　［裏表紙参照］

その他の相談

『子どもの人権１１０番』
強化週間

弁護士による
無料法律相談会

司法書士による
無料法律相談会

肥前浜宿土曜夜市

鹿島療育園　秋まつり

志田病院　夏まつり

その他のイベント

有明海チャリティーコンサート

筝の音を有明海の風にのせて

情報掲示板 愚 相談・イベント
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有明海の海に見事な花火が咲き乱れます。

素敵な夏の思い出作りにお越しください。

　鹿島の夏が盛り上がる２日間！今年も鹿島おどりが

８月２日・３日に開催されます。

　やっさ、やっさ！とひっきゃ、おどりましょう！

　鹿島の夏が盛り上がる２日間！今年も鹿島おどりが

８月２日・３日に開催されます。

　やっさ、やっさ！とひっきゃ、おどりましょう！

打上数

２,５００発

　鹿島おどり実行委員会事務局

　鹿島市民納涼花火大会実行委員会事務局

　（鹿島市観光協会内）

　緯０９５４（６２）３９４２

詳しくは

鹿島市民納涼花火大会

鹿島おどり鹿島おどり

と　き　８月２日（金）・３日（土）　19 時～

ところ　鹿島市中心部商店街スカイロ―ド周辺

と　き　８月２日（金）・３日（土）　19 時～

ところ　鹿島市中心部商店街スカイロ―ド周辺

８月24日（土）

20時開始！

８月24日（土）

20時開始！

大会本部　鹿島港広場　　通行規制　打上場所・大会本部


