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　７月２７日から６日間、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開催

され、鹿島・鹿島実・新鹿島高

校からもたくさんの生徒が参加

して、吹奏楽や美術、茶道など

の各部門で活動の成果を発表し

ました。

　囲碁部門の生徒実行委員長を務めた杉本花菜さん

（鹿島高校２年）は「囲碁の経験はありませんでした

が、準備を進めていく上で囲碁の奥深さを知りました。

寛蓮の生まれの地であり、地域の人に親しまれている

鹿島で開催されることはとてもうれしいです。また、

いろいろなところから来てもらっているので佐賀の良

さを伝えて、他県の魅力も感じることができればと思

います」と話されました。
　鹿島高校から唯一佐賀県代表として個人戦に出場し

た染川千晴さん（鹿島高校２年）は「全国からたくさ

んの人が鹿島高校に集まって来てくれているのでうれ

しい。レベルの高い対局ができるのは自分の知らない

ことを学べるのでいい経験になります。来年もあるの

でまた出場できるようにがんばりたいです」と思いを

話してくれました。

　平安時代の囲碁の名人で『碁聖』と称された寛蓮の生誕地で

ある鹿島市では囲碁部門が行われ、会場となった鹿島高校には、

全国から若い棋士たちが集まり、全身全霊をかけた真剣勝負が

繰り広げられました。

囲碁部門　生徒実行委員長

杉本　花菜さん

鹿島高校（赤門学舎）体育館

第４３回全国高等学校総合文化祭

さが総文　囲碁部門
第４３回全国高等学校総合文化祭

さが総文　囲碁部門

　団体戦に出場した山梨県代表の桐戸涼太さん（駿台

甲府高校２年）と大柴智親さん（甲府南高校１年）は

「総合文化祭は大きな大会ではあるが緊張はしていな

い。しっかり楽しみたいと思います」と対局に臨んで

いました。

女子個人戦に出場した染川千晴さん女子個人戦に出場した染川千晴さん

団体戦に出場した山梨県代表チーム団体戦に出場した山梨県代表チーム

熱戦を繰り広げた佐賀県代表チーム熱戦を繰り広げた佐賀県代表チーム
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　８月２日、３日の両日、毎年恒例の鹿島おど

りが開催され、多くの団体が市内外からそろい

の法被や浴衣で参加しました。

　今回は、鹿島の夜を熱く踊り歩いた高津原区

と鹿島美祐連が最優秀賞に選ばれ、浜町振興会、

西牟田区、小城おどり隊、ほとめき会が大人の

部、明朗幼稚園、ジラフが子どもの部でそれぞ

れ入賞しました。

　鹿島おどり初参加で最優秀賞に輝いた鹿島美

祐連の皆さんは「もともとおどり好きの集まり

なので、始めから気持ちを上げてみんなで楽し

く踊れました」と笑顔でした。

　また、啓発活動の一環として初めて鹿島おどりに参

加した鹿島市消防団が、女性部を先頭に約７０人の団

員で大きな列を作り会場を踊り歩きました。

　女性部班長の永吉絹子さんは「鹿島市消防団女性部

を広めたいという思いから参加しました。団員募集中

です。鹿島のいいところや消防団女性部のことをたく

さんの人に知ってもらい、入団を考えてもらうきっか

けになれば」と話されました。

鹿島市消防団女性部の皆さん鹿島市消防団女性部の皆さん

第５６回

鹿島おどり
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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！　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

　

文化・スポーツの結果文化・スポーツの結果

皐第 17 回九州テコンドー選手権大会　　開　催　日　６月 30 日（県総合体育館小競技場）

　【組手　小学５年生男子】　

　　優勝　川原　琉莉斗（明倫小５年）

　　２位　新宮　悠太（鹿島小５年）

　　３位　北島　圭勝（鹿島小５年）

　【組手　女子有級無差別】　

　　２位　松本　来夢（東部中２年）

　【型　成年男女　青・赤帯の部】　

　　優勝　森　颯（西部中１年）

　　２位　北島　崚雅（西部中１年）

　　３位　松本　来夢（東部中２年）

　【型　少年男子　青帯の部】　

　　３位　新宮　悠太（鹿島小５年）

　【型　少年男女　黄帯の部】　

　　３位　石橋　澄晴（能古見小６年）

　【型　成年男女　黄・緑帯の部】　

　　３位　木原　ゆう（東部中２年）

　７月２５日、佐賀市で開催された九州テコンドー選手権大会で優秀

な成績を収めた８人が、市長へ受賞の報告に訪れました。

　型の部で優勝を果たした森颯さんは「技を大きく見せる、力をいれ

るところは入れるといった工夫ができたので優勝できたと思う。次は

全日本の大会でメダルを獲りたい」と話していました。

皐ＪＯＣジュニアオリンピックカップ　第12回全日本ジュニアテコンドー選手権大会

　開　催　日　７月 27 日（長野県松本市総合体育館）

　　【組手　小学２年生女子－21kg・24kg 級】　

　　　優勝　川島　涼羽（浜小２年）

　　【組手　小学４年生男子－33kg 級】　

　　　３位　川島　真友（浜小４年）

　　【組手　中学生男子－37kg 級】　

　　　３位　前田　歩夢（西部中１年）

　８月９日、長野県で開催された全日本ジュニアテ

コンドー選手権大会で優秀な成績を収めた３人が、

市長へ受賞の報告に訪れました。

　昨年の優勝に続き２連覇を果たした川島涼羽さん

は「練習をがんばった。決勝戦では得意技のかかと

落しも決まって優勝できたのでうれしい」と笑顔。

６連覇を目標にがんばりたいと話していました。

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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文化・スポーツの結果

皐第56回佐賀県中学校総合体育大会

　水泳競技　開催日　７月 20・23 日（ＳＡＧＡサンライズパーク屋内水泳場）

　【100ｍ・200ｍ平泳ぎ】　優勝　森田　敏正（西部中３年）

　【100ｍ・50ｍ自由形】　優勝　井上　結葉（西部中３年）

　【200ｍバタフライ】　３位　田中　虎太朗（西部中２年）

　【総合男子】　２位　西部中学校水泳部

　【男子 400ｍメドレーリレー】

　　２位　井上　優大（西部中１年）、田中　虎太朗（西部中２年）、

　　　　　森田　敏正（西部中３年）、徳永　隼土（西部中３年）

　【男子 400ｍリレー】

　　３位　坂口　翔麻（西部中２年）、田中　虎太朗（西部中２年）、

　　　　　森田　敏正（西部中３年）、徳永　隼土（西部中３年）

　陸上競技　開催日　７月 22 日（鹿島市陸上競技場）

　【共通女子砲丸投げ】　２位　宮﨑　あいり（西部中３年）

　柔道競技　開催日　７月 25 日（有田中学校）

　【男子 90kg 級】　２位　橋本　巧海（西部中３年）

　【男子 73kg 級】　３位　植松　恭平（西部中３年）

　【男子 50kg 級】　３位　有森　隼仁（西部中３年）

　ソフトテニス　開催日　７月24～25日（嬉野市みゆき公園）

　【男子団体の部】　優勝　西部中学校ソフトテニス部

　【個人】　優勝　井田　隼介（西部中１年）・中島　繋人（西部中２年）

　【個人】　２位　小川　裕太郎・橋本　大翼（西部中３年）

　バレーボール　開催日　７月 25 日（嬉野市中央体育館）

　　３位　西部中学校女子バレーボール部

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

皐第 60 回佐賀県吹奏楽大会　　開　催　日　７月 12 ～ 15 日（佐賀市文化会館）

　【小学校Ａ部門】　金賞　鹿島小学校ファンタジーブラスバンド　　【中学校Ａ部門】　金賞　西部中学校吹奏楽部

　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

皆さん
おめでとう
　ございます！

TopicsTopics まちの話題

　７月３１日から３日間の行程で、北鹿島小学校の

児童１１人が韓国全羅南道高興郡の大西初等学校を

訪問しました。平成２２年から開始した相互交流で

の訪韓は、今回で４度目となりました。

　子どもたちは歓迎会やホームステイなどを通して

交流しました。子どもたちは大西初等学校の児童と

友情を育み、日本と韓国のそれぞれの文化のよさを

伝え合うことができました。

チョルラナムドコフングン テソ

北鹿島小　韓国大西初等學校との

　　　　　　　　　　姉妹校交流

仙岩寺　茶礼体験仙岩寺　茶礼体験歓迎会での出しもの（ソーラン）歓迎会での出しもの（ソーラン） 大西初等学校の子どもたちとの食事会大西初等学校の子どもたちとの食事会
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怯トレーニングファーム概要

　最新の設備を備えた高軒高ハウス２棟（１棟あたり

約１,０００㎡）で研修を行います。軒高が通常より

も高く、その分多くの収穫量が期待できます。指導は

専任講師や生産部会が行います。

怯研修概要

　技術習得・経営ノウハウの習得を目的とした２年間

の研修です。同時に、就農時の農地確保・施設整備の

準備を進めていきます。１年目は基礎・実地研修で知

識やスキルを磨き、２年目にハウス管理から出荷調

整・経営管理などの模擬経営を行います。また、安心

して研修に集中できるように、県・ＪＡ・関係市町が

協議会をつくりサポートします。

とまとトレーニングファーム
研修生募集

とまとトレーニングファームの紹介
　平成３０年度、北鹿島地区（北鹿島カントリー隣）にとまとの研修施設が完成しました。
　現在、１・２期生の３人が就農を目指し、日々研修に励んでいます。
　研修生は毎年募集しています。興味のある人、知人に紹介したい人など、ぜひご連絡ください。

とまとトレーニングファームの紹介
　平成３０年度、北鹿島地区（北鹿島カントリー隣）にとまとの研修施設が完成しました。
　現在、１・２期生の３人が就農を目指し、日々研修に励んでいます。
　研修生は毎年募集しています。興味のある人、知人に紹介したい人など、ぜひご連絡ください。

怯研修生募集

　３期生を募集しています。２年後には新規就農で

きるよう支援体制を整えています。

　興味がある人は市農林水産課またはＪＡさが杵藤

エリア園芸部までお問い合わせください。

農林水産課農政係　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

ＪＡさが杵藤エリア園芸部　緯０９５４（６２）２１４５

申込・問合せ先

就農・経営相談会 市では、就農を希望する人などを対象に相談会を

開催します。ぜひお越しください。

煙新規就農相談

煙後継者対策支援相談

煙とまとトレーニングファームについて

煙事業活用相談（機器導入、ハウス建設、根域制限みかん補助など）

煙新規・転換品目相談

煙子どもに農業を継がせたい、一緒に話を聞きたい　など

主な相談内容

　農林水産課農政係　緯０９５４（６３）３４１３申込・問合せ先栢事前の申し込みなど詳しくは市ホームページをご覧ください

と　　き　９月 28 日（土）10時～ 12 時

と　こ　ろ　産業活性化施設　海道しるべ会議室

と　　き　９月２日（月）～ 30 日（月）

　　　　　９時～ 17 時　※土・日・祝日を除く

と　こ　ろ　鹿島市役所会議室（受付：農林水産課）

※事前に申し込みをお願いします
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建設環境部ラムサール条約推進室申込・問合せ先

緯０９５４（６３）３４１６　姉０９５４（６２）３７１７

　有明海には珍しい生き物がたくさん生息しています。

　そんな有明海の干潟に生息する生き物たちの調査を市民の皆さんと行います。

　今回の調査は“貝”です。一緒に調べてみませんか？（要申込）

　と　　き　９月 23 日（祝）10時～ 12 時

　と　こ　ろ　道の駅鹿島前干潟（鹿島市干潟交流館『なな海』集合）

　講　　師　和田　太一さん（ＮＰＯ法人南港ウェットランドグループ）

　対　　象　干潟の生き物に興味がある人（小学生以下保護者同伴）

　持　参　品　飲み物、タオル、着替え、長靴（または汚れてもいい靴）、帽子

干潟の貝の観察会干潟の貝の観察会
干潟の生き物

市民調査

ラムサール条約推進室
イベントのお知らせ

　ラムサール条約登録湿地『肥前鹿島干潟』周辺の海岸道路をたすきをつないで

走ってみませんか。申し込みは参加申込書に必要事項を記入して、郵送、ＦＡＸで

お送りください。インターネットの場合は、ランネットのホームページより申し込

みできます。《ランネットＵＲＬ　http://runnet.jp》

　と　　き　11 月 16 日（土）10 時スタート（受付８時 30 分～）

　と　こ　ろ　肥前鹿島干潟海岸道路　　参加資格　１人で２ km を完走できる人　

　申込期限　10 月 15 日（火）　　　　　部　　門　焔 42.195km　焔 20km　焔 10km

　参　加　費　大人 2,000 円／人　　中学生以下 1,000 円／人

肥前鹿島干潟リレーマラソン大会肥前鹿島干潟リレーマラソン大会
仲間で、家族で、

学校のみんなでエントリー！

みんなで祝いましょう

敬老の日

　多年にわたり家族や地域社会に尽くしていただい

たお年寄りを敬愛し、長寿を祝う日として『敬老の

日』が定められています。この日を契機として、皆

さん一人ひとりがさまざまな高齢者の問題を身近な

こととして理解しましょう。

　そして、だれもが生きがいを持ち健康で安心して

生活できる豊かな長寿社会を目指しましょう。

怯関連事業

　高齢者の健康と長寿を祝って次の事業を行います。

　潤敬老祝金と敬老祝品の贈呈

　　［　国　］　今年度で１００歳になる人に祝状と

　　　　　　　祝品を贈ります。

　　［鹿島市］　今年度で８８歳になる人と１００歳

　　　　　　　以上の人に祝金を贈ります。

　　※市内に１年以上かつ９月１日に住所を有する

　　　人が対象です。

　保険健康課長寿社会係　緯０９５４（６３）２１２０

　地域包括支援センター　緯０９５４（６３）２１６０

高齢者福祉に関する相談・問合せ先

怯敬老行事

　この日を中心に各地区で敬老行事が行われ

ますので、積極的にご参加ください。詳しく

は、案内状をご覧ください。

鹿　島　区ごとに開催

能古見　区ごとに開催

古　枝　祐徳稲荷神社参集殿　９/16　10時～

　浜　　臥竜ヶ岡体育館　　　９/16　10時～

北鹿島　北鹿島体育館　　　　９/16　10時～

七　浦　七浦海浜スポーツ公園体育館　９/16　10時～

敬老行事の場所と日程

煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙
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　現在、市内の公共交通は路線バスのほか、市内循環バス、高津原の

りあいタクシー、予約型のりあいタクシーがあります。これらは、児

童・生徒の通学や高齢者の通院、買い物など生活の足として利用され

ていますが、近年の人口減少や自家用車の普及などにより利用者が減

少し、運行赤字額が大きくなっているなど公共交通の経営環境は厳し

さを増しつつあります。

　多くの人の安全・安心な移動のためにも、公共交通の再生・活性化

は重要な課題であり、住民、事業者、行政が一体となって策定した鹿

島市地域公共交通網形成計画に基づいて、誰もがいつまでも公共交通

を利用できるように、みんなで利用して地域公共交通を一緒に守って

いきましょう。
　企画財政課企画係

　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

市内循環バスと高津原・予約型のりあいタクシー乗車無料！市内循環バスと高津原・予約型のりあいタクシー乗車無料！
みんな乗って乗って！ご利用ありがとう週間！みんな乗って乗って！ご利用ありがとう週間！

対象者は全路線全便で運賃無料！　何回乗っても無料！対象者は全路線全便で運賃無料！　何回乗っても無料！

胸市内循環バス　　　　　　１０月１日（火）～１０月５日（土）
胸高津原のりあいタクシー　１０月１日（火）・３日（木）・５日（土）
胸予約型のりあいタクシー　１０月１日（火）～１０月４日（金）

対　象　学生（小学・中学・高校生）、65歳以上の人（昭和30年４月１日以前生まれの人）、運転免許自主返納者、

　　　　障がい者（身体障がい者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の交付を受けている人）および介護人（１人につき１人）

※学生証、被保険者証、運転経歴証明書、障がい者手帳などの提示を求められる場合がありますので必ず携行してください。

期間限定

市内循環バス・

　のりあいタクシーを

　　　　利用しましょう！

市内循環バス・

　のりあいタクシーを

　　　　利用しましょう！

市内循環バスは、鹿島地区を回るバスです。

どなたでも１００円で利用できます。
※未就学児無料

市内循環バス市内循環バス

栢詳しい内容はお尋ねいただくか、

　市ホームページをご覧ください。

【北鹿島線】【能古見線】【古枝線】の運行内容をお知らせします。

月～金曜日（平日運行）　（８月 13日～ 15日、12 月 31 日～１月３日、祝日を除く）

予約型のりあいタクシー予約型のりあいタクシー

※予約型のりあいタクシーを利用する場合は、事前登録と電話予約が必要です。

全区間、どこでも降りることができる“フリー降車”を実施中です。

高津原のりあいタクシー高津原のりあいタクシー

予約型、高津原のりあいタクシーともに、75歳以上の高齢者や運転
免許自主返納者、障がい者などの運賃100円割引を行っています。

※運賃支払時に、被保険者証、運転経歴証明書、障がい者手帳などを提示してください。

みんなで守ろう
地域公共交通

第１便（行） 第２便（行） 第３便（帰） 第４便（行） 第５便（帰）

７：30 便 ８：30 便 12：30 便 13：00 便 16：00 便
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全
区
間
フ
リ
ー
降
車

臼　かんらん

渦　旭ヶ岡保育園

8：30 9：15 10：00 10：45 13：00

8：31 9：16 10：01 10：46 13：01

嘘　吹上荘

唄　体育館前

8：33 9：18 10：03 10：48 13：03

8：35 9：20 10：05 10：50 13：05

欝　田澤記念館

蔚　西峰団地

8：37 9：22 10：07 10：52 13：07

8：41 9：26 10：11 10：56 13：11

鰻　旧公民館前

姥　中ノ谷

8：43 9：28 10：13 10：58 13：13

8：44 9：29 10：14 10：59 13：14

厩　犬塚病院

浦　ピオ・かたらい

8：46 9：31 10：16 11：01 13：16

8：48 9：33 10：18 11：03 13：18

瓜　織田病院

閏　別府整形外科

8：49 9：34 10：19 11：04 13：19

8：52 9：37 10：22 11：07 13：22

噂　モリナガ

云　高木眼科前

運　鹿島駅前

8：54 9：39 10：24 11：09 13：24

8：56 9：41 10：26 11：11 13：26

8：59 9：44 10：29 11：14 13：29

高津原線（往路） １便 ２便 ３便 ４便 ６便

全
区
間
フ
リ
ー
降
車

運　鹿島駅前

云　高木眼科前

11：30 13：45 14：30

11：33 13：48 14：33

噂　モリナガ

閏　別府整形外科

11：35 13：50 14：35

11：37 13：52 14：37

瓜　織田病院

浦　ピオ・かたらい

11：40 13：55 14：40

11：41 13：56 14：41

厩　犬塚病院

姥　中ノ谷

11：43 13：58 14：43

11：45 14：00 14：45

鰻　旧公民館前

蔚　西峰団地

11：46 14：01 14：46

11：48 14：03 14：48

欝　田澤記念館

唄　体育館前

11：52 14：07 14：52

11：54 14：09 14：54

嘘　吹上荘

渦　旭ヶ岡保育園

臼　かんらん

11：56 14：11 14：56

11：58 14：13 14：58

11：59 14：14 14：59

高津原線（復路） ５便 ７便 ８便

運　賃　大人 300 円／回　高校生以下 100 円／回　未就学児無料

運　行　毎週火曜日・木曜日・土曜日

運　休　祝日および８月 13 日～ 15日、12 月 31 日～１月３日
高津原のりあいタクシー時刻表

運　賃　100 円／回　未就学児無料

運　休　毎週日曜日および祝日、12 月 31 日～１月３日
市内循環バス時刻表

市内循環バス・高津原のりあいタクシー時刻表市内循環バス・高津原のりあいタクシー時刻表

臼　鹿島バスセンター 7：55 9：10 14：35

渦　鹿島新町（織田病院前） 7：56 9：11 14：36

曳　高木眼科前 ↓ 9：12 14：37

映　御神松 ↓ 9：13 14：38

影　鹿島総合庁舎前 ↓ 9：16 14：41

嬰　西牟田（別府整形外科前） ↓ 9：17 14：42

嘘　公園入口（佐賀西信用前） 7：57 9：18 14：43

唄　幸通り 7：57 9：18 14：43

欝　道場前 7：58 9：19 14：44

蔚　鹿島小学校前 7：59 9：20 14：45

鰻　体育館前 8：00 9：21 14：46

姥　西部中学校前 8：01 9：22 14：47

瓜　農協前 8：04 9：25 14：50

閏　行成 8：08 9：29 14：54

噂　ララベル 8：11 9：32 14：57

云　ドラモリ・コメリ前 8：13 9：34 14：59

運　しめご橋 8：14 9：35 15：00

雲　鹿島農協入口 8：14 9：35 15：00

荏　小舟津 8：15 9：36 15：01

餌　泉通り 8：16 9：37 15：02

叡　鹿島市役所・エイブル前 8：17 9：38 15：03

営　鹿島・中川 8：18 9：39 15：04

嘘　公園入口（中川たねもの前） 8：19 9：40 15：05

嬰　西牟田（別府整形外科前） 8：20 9：41 15：06

影　鹿島総合庁舎前 8：21 9：42 15：07

映　御神松 8：24 9：45 15：10

曳　高木眼科前 8：25 9：46 15：11

渦　鹿島新町（織田病院前） 8：26 9：47 15：12

臼　鹿島バスセンター 8：27 9：48 15：13

西　回　り

厩　どんとこい前 8：02 9：23 14：48

浦　　宿 8：04 9：25 14：50

臼　鹿島バスセンター 10：10 13：35 15：35

渦　鹿島新町（織田病院前） 10：11 13：36 15：36

曳　高木眼科前 10：12 13：37 15：37

映　御神松 10：13 13：38 15：38

影　鹿島総合庁舎前 10：16 13：41 15：41

嬰　西牟田（別府整形外科前） 10：17 13：42 15：42

嘘　公園入口（佐賀西信用前） 10：18 13：43 15：43

営　鹿島・中川 10：19 13：44 15：44

叡　鹿島市役所・エイブル前 10：20 13：45 15：45

餌　泉通り 10：21 13：46 15：46

荏　小舟津 10：22 13：47 15：47

雲　鹿島農協入口 10：23 13：48 15：48

運　しめご橋 10：23 13：48 15：48

云　ドラモリ・コメリ前 10：24 13：49 15：49

噂　ララベル 10：26 13：51 15：51

閏　行成 10：29 13：54 15：54

厩　どんとこい前 10：35 14：00 16：00

姥　西部中学校前 10：36 14：01 16：01

鰻　体育館前 10：37 14：02 16：02

蔚　鹿島小学校前 10：38 14：03 16：03

欝　道場前 10：39 14：04 16：04

唄　幸通り 10：40 14：05 16：05

嘘　公園入口（中川たねもの前） 10：40 14：05 16：05

嬰　西牟田（別府整形外科前） 10：41 14：06 16：06

影　鹿島総合庁舎前 10：42 14：07 16：07

映　御神松 10：45 14：10 16：10

曳　高木眼科前 10：46 14：11 16：11

渦　鹿島新町（織田病院前） 10：47 14：12 16：12

臼　鹿島バスセンター 10：48 14：13 16：13

東　回　り

浦　　宿 10：32 13：57 15：57

瓜　農協前 10：32 13：57 15：57
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市内循環バス・高津原のりあいタクシーの路線・のりば

かんらん

旭ヶ岡保育園前

吹上荘

体育館前

田澤記念館

西峰団地

旧公民館前

中ノ谷

臼

渦

嘘

唄

欝

蔚

鰻

姥

犬塚病院

ピオ・かたらい

織田病院

別府整形外科

モリナガ

高木眼科前

鹿島駅前
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高津原のりあいタクシーのりば

鹿島バスセンター

鹿島新町（織田病院前）

公園入口

幸通り

道場前

鹿島小学校前

体育館前

西部中学校前
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　宿
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（佐賀西信用前）
（中川たねもの前）
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泉通り

鹿島市役所・エイブル前

鹿島・中川

西牟田（別府整形外科前）
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※　荏
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※　営

※　嬰

※　影

　　映

　　曳

市内循環バスのりば ※祐徳自動車（株）の路線バス停留所を併用
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乗車回数券
３,０００円（１００円券４０枚）１,０００円お得！
１,０００円（１００円券１２枚） ２００円お得！

　市内循環バス、のりあいタクシーの回数券を販売しています。ぜひ、ご利用ください。

市内循環バス

購入場所　祐徳自動車（株）　　　　緯（６２）４５９５

　　　　　市役所３階企画財政課　緯（６３）２１０１

のりあいタクシー（高津原・予約型共通）

購入場所　再耕庵タクシー本社　　緯（６２）２１７１

　　　　　市役所３階企画財政課　緯（６３）２１０１

　　　　　高津原公民館かんらん　緯（６２）３６１１乗車回数券は、循環バスの車内でも販売しています

お得な『乗車回数券』と『乗継割引券』をご利用くださいお得な『乗車回数券』と『乗継割引券』をご利用ください

平成29年10月～平成30年９月

平成30年10月～令和元年７月

市内循環バス

平成29年10月～平成30年９月

平成30年10月～令和元年７月

高津原のりあいタクシー

市内循環バスと高津原のりあいタクシーの利用状況市内循環バスと高津原のりあいタクシーの利用状況

※市内循環バスは月300人、高津原のりあいタクシーは月100人程度の利用がないと運行を継続することが難しくなります。

　皆さんのご利用をよろしくお願いします。
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乗継割引券 １回あたり１００円お得になる乗継割引！
乗り継ぐたびに１日何回でも利用可能！

割引が適用となる場合

　高津原のりあいタクシー　顎　《乗継》　掛　市内循環バス

　予約型のりあいタクシー　顎　《乗継》　掛　市内循環バス

発行する日　のりあいタクシーの運行日

そ　の　他

　覚当日限り有効で１回１枚のみ利用できます

　覚利用される場合は、乗り継ぎ前の降車時に運転手に

　　申し出て『乗継割引券』を発行してもらい、乗り継

　　ぎ先の支払い時に『乗継割引券』と割引分の100円

　　を差し引いた運賃で支払ってください例）　のりあいタクシー　顎　《乗継》　掛　市内循環バス

の
り
あ
い
タ
ク
シ
ー

運転手に循環バスへ乗り継ぐことを
伝えて『乗継割引券』を受け取る

乗り継ぎ乗り継ぎ

『乗継割引券』を利用して、１００円
を差し引いた運賃を支払う

市
内
循
環
バ
ス
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情報掲示板ワイド

　市では月に１回、臨床心理士によるこころの健康相談を行っています。どなたでも利用できます。（要予約）

　また、自殺対策事業（ゲートキーパー研修会）を行っています。希望される団体がありましたら、担当者までご

相談ください。

お
知
ら
せ

あなたにもできる自殺予防のための行動
ー９月１０日（火）から１６日（月）までは『自殺予防週間』ですー

噛佐賀いのちの電話　　　　　緯０９５２（３４）４３４３　※24 時間年中無休

噛自殺予防いのちの電話　　　緯０１２０（７８３）５５６　※毎月 10 日８時～翌日８時

噛佐賀県自殺予防夜間相談　　緯０１２０（４００）３３７　※毎日１時～７時

大切な人・身近な人の心の声を聞く４つのポイント大切な人・身近な人の心の声を聞く４つのポイント

早めに専門家に相談するよう促す
悩みや問題はさまざまです。相談を受けた側も、一人

では抱え込まず、プライバシーに配慮した上で、医療

機関・公的機関等の専門家への相談につなげましょう。

家族や仲間の変化に気づき、声をかける
不眠・身体の不調・欠勤・酒量の増加など悩みを抱え

ている人が発するサインに気づき、「眠れてます

か？」など、自分にできる声かけをしてみましょう。

本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける
話をじっくり聞き、その気持ちを肯定的に受け止める

と、その人は気持ちが落ち着いて、本来の自分を取り

戻すことができるのです。この「傾聴」は、悩みを聞

くうえで常に心がけたいことです。

温かく寄り添いながら、じっくりと見守る
話を聞いた→専門家を紹介した→万事解決、というこ

とはまずありません。一見元気になったように見えて

も、悩みは繰り返すものです。寄り添いながら、長期

間見守る必要があります。

まずは相談を！心の悩み・不安の電話相談まずは相談を！心の悩み・不安の電話相談

　福祉課障がい福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

※ゲートキーパー　悩んでいる人に気づいて声をかけ、話を聴き、必要な支援につなげ見守る身近な人

健康づくりの第一歩として、自分の体力・運動

能力を知ることができる体力テストを行います。体力テストに参加しませんか
と　　き　10 月８日（火）・15日（火）

受付時間　18 時～ 20 時

と　こ　ろ　市民体育館

対　　象　20 歳～ 64歳の市民

内　　容　上体起こし、長座体前屈、反復横とび　など

生涯学習課スポーツ係　緯０９５４（６３）２１２５申込・問合せ先

　年金相談にお越しの際は、年金手帳など本人であることを確認できるものを持参してください。なお、代理の人

が来られる場合は、委任状および代理人であることが確認できるもの（免許証など）が必要です。

お
知
ら
せ

年金相談の予約制のお知らせ
ー武雄年金事務所による年金相談です　ぜひご利用くださいー

予約申込電話番号（受付時間８時 30 分～ 17時 15 分）

　緯０９５４（２３）０１２１（武雄年金事務所およびお客様相談室）

　緯０５７０（０５）４８９０（予約受付専用電話）

　音声案内が聞こえます。はじめの質問に①番を押し、次の質問に②番を押す。

　※土・日・祝日、年末年始（12 月 29 日～１月３日）を除く

相談時間帯

　月～金曜日（祝日を除く）
　　８時 30 分～ 16時

　第２土曜日
　　９時 30 分～ 16時

　週の平日の初日
　　17 時 15 分～ 19 時　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７詳しくは
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募
　
集 鹿島市放課後児童クラブ支援員募集

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

募集締切　９月 17 日（火）　※郵送可、必着

提出方法　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。

放課後児童クラブ

支援員

契約日

～令和２年３月 31日

募集区分 雇用期間

〒８４９－１３１２
鹿島市大字納富分
　　２６４３番地１

　鹿島市役所（１階）
　福祉課社会福祉係

【平　日】14時～ 18時 10 分
　　　　14 時～ 19時

【土曜日】７時 30分～ 18時 10 分
　　　　の５時間 30 分または８時間

【長期休暇】７時 30分～ 18時 30 分
　　　　７時 30 分～ 19時
　　　　の６～８時間程度

勤務時間 提出先

時給 865 円

※放課後児童支
援員認定資格所
持者は 951 円

賃金

　定住促進住宅市営古枝住宅に入居希望する人を募集します。詳細はお問い合わせください。

募
　
集

市営古枝住宅の入居希望者を募集します

所　在　地　古枝甲９５６－２、古枝甲９５６－１７

住宅概要　焔５階建エレベーター無し、間取りは全て３ＤＫ

　　　　　焔駐車場あり　焔敷金は家賃の２カ月分

　　　　　焔家賃 28,000 円～ 33,000 円（棟・階数により変動）

　　　　　※市外からの転入者に対する優遇措置あり

対　象　者　令和元年10～12月までに入居を希望する人

　都市建設課住宅係　緯０９５４（６３）３４１５詳しくは

申込書配布　９月２日（月）～　※土・日を除く

　都市建設課で『入居申し込みのご案内』を

配布します。また、市ホームページからもダ

ウンロードできます。

募集戸数　未定（空き部屋の状況による）

受付期間　９月９日（月）～ 13 日（金）

抽　選　会　９月 20 日（金）

　抽選結果により順次空き部屋を案内します

　鹿島市（青少年育成市民会議）では犯罪防止や子どもの見守り活

動を目的に、市が所有する公用車を青色回転灯装着車両として登録

し、講習を受けた職員が毎週木曜日に市内６地区を週替わりで２地

区ずつパトロールを行っています。ほかにも古枝公民館の青色防犯

パトロール、鹿島小学校防犯ボランティア、明倫小学校見守り隊、

北鹿島小地域見守り隊など、地域の皆さんのご協力により安全な登

下校のサポートをしていただいています。

お
知
ら
せ

青色防犯パトロール・防犯ボランティア活動実施中

　教育総務課　緯０９５４（６３）２１０３詳しくは

青色回転灯
装着車両
青色回転灯
装着車両

　鹿島小学校防犯ボランティアと明倫小学校見守り隊のメン
バーを募集しています。詳しくはお問い合わせください。

　問合せ先　鹿島小学校　緯０９５４（６３）５２５５
　　　　　　明倫小学校　緯０９５４（６２）５２５２
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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９月

September

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

日

10日
3日

17日
24日

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

在宅当番医 所在地
樋口医院　　　　　緯０９５４（４３）１６５２
うれしのふくだクリニック　緯０９５４（４２）１２１１
織田病院　　　　　緯０９５４（６３）３２７５
谷口医院　　　　　緯０９５４（６６）３５６８

嬉野市
嬉野市
鹿島市
嬉野市

※変更になる場合がありますので、受診の際は事

　前に杵藤地区消防本部救急医療情報案内また

　は在宅医へ電話で確認してください

　　杵藤地区消防本部救急医療情報案内

　　緯０９５４（２２）４２０７

子どもの健診や子育て相談などの問合せ先

保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３

子育てメルマガ配信中！

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

怯子どもの健診

４か月児健診
（令和元年5月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成30年2月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成28年2月生まれ）

25 日（水）

26 日（木）

5 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 4・18・25 日（水） 10時～10時30分
内　容　手帳交付、説明会
対　象　市内在住の妊婦　※都合の悪い人はお電話ください

備考受付時間開催日行事名

２か月児相談 19 日（木） 13時30分～13時50分
内　容　体重測定、個別相談
対　象　令和元年 7 月生まれ

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

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

離乳食教室（後期） 17 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・個別相談
対　象　8 ～ 10 か月児の保護者

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

２回目フッ化物塗布 26 日（木） 13時45分～14時
内　容　歯科診察、フッ化物塗布 ※必ず歯磨きをしてきてください
内　容　平成 29 年 9 月生まれ（希望者のみ）

冷蔵庫や
壁に貼ってね！
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　市民の交流と健康増進のためのグラウンド・ゴルフ大会を開催します。

お
知
ら
せ

グラウンド・ゴルフ大会を開催します

と　　き　10 月 12 日（土）８時 30 分～ 14 時

　　　　　※雨天延期 10 月 14 日（祝）

と　こ　ろ　蟻尾山公園グラウンド・ゴルフ場

内　　容　団体戦（５～７人１組）　９ホール×２回

　スポーツライフ・鹿島事務局（鹿島市体育協会内）　緯０９５４（６２）３３７９詳しくは

定　　員　先着 36 チーム

　　　　　※定員になり次第締め切ります

参　加　費　会　員：300 円　　一　般：700 円

　　　　　※保険料、諸経費含む

　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。

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

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

　商工観光課商工労政係　緯０９５４（６３）３４１２詳しくは

恭キャッシュレス・ポイント還元支援

　駆け込み需要やその反動減対策として、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

　１０月に開催予定の『ふぁみりー・ふぇすた』内で行う子ども用品のおゆずり会の品を募集します。

お
知
ら
せ

『ミニ幸せゆずり会』子ども用品を募集します

募集期限　10 月 10 日（木）

受付場所　子育て支援センター　10 時～ 17 時（火・祝日を除く）

　　　　　鹿島市保健センター　10 時～ 16 時（土・日・祝日を除く）

問合せ先　幸せゆずり会実行委員会　宮田

　　　　　緯０９０（６７７１）６２４７

　子育て支援センター

　緯０９５４（６３）０８７４

詳しくは

対　象　品（未使用、比較的きれいなもの）

　ベビー服、こども服（新生児～100ｃｍ）、

　各学校（小・中・高）の制服・体操服、

　おもちゃ、チャイルドシート、靴、

　ベビーカー、未使用の食器・マグなど

　※下着、肌着、ぬいぐるみは除く
興わ・わ・わぽっと５周年事業　ふぁみりー・ふぇすた興
と　き　10 月 27 日（日）10 時～ 17 時　　ところ　かたらい４階

　９月２１日（土）から３０日（月）

までの１０日間、全国一斉『秋の交通

安全県民運動』が実施されます。

皆さん一人ひとりが交通ルールを守り、

交通事故防止に努めましょう。

　総務課防災係

　緯０９５４（６３）２１１２

詳しくは

全国重点推進事項

　潤子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止

　潤夕暮れどきと夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止

　潤すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

　潤飲酒運転の根絶

佐賀県重点推進事項　追突事故の防止

秋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～
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　現在、北鹿島・大字高津原・大字納富分・大字重ノ木の一部区域で下水道が使えるようになっています。

　鹿島市の未来に豊かな自然を残すためにも、ぜひ下水道への接続をお願いします。なお、排水設備の工事につい

ては、市の指定工事店へお問い合わせください。

お
知
ら
せ

９月１０日は『下水道の日』

　環境下水道課下水道係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

恭下水道の役割

　海や川の汚染原因の７０％は家庭の台所での炊事や

洗濯・入浴などの『生活排水』だといわれています。

　下水道は、トイレだけでなく、これらの『生活排

水』も下水道管を通して集め、浄化センターできれい

にして海へ流しています。

恭下水道は、くらしと環境を守ります

　潤生活環境が改善されます

　　悪臭やハエなどの発生を防ぎます。溝掃除も楽に

　　なります。

　潤水洗トイレが使えます

　　掃除等のお手入れが簡単で、お年寄りや子どもも

　　安心して使えます。

犬の飼い方マナー犬の飼い方マナー
興散歩のときはリードを付けましょう興

　リードを付けずに散歩をすると、他人に危害を加え

たり、フンが放置されてしまう場合があります。

興必ず市へ登録しましょう興

　生後９０日以上の犬は、市へ登録をお願いします。

（狂犬病予防法第４条）登録をしないと罰則規定によ

り２０万円以下の罰金を科せられる場合があります。

また、逃げてしまったときのために登録時にお渡しし

ている鑑札を首輪に付けましょう。

　飼い犬がいなくなったときは、まず連絡してく

ださい。保護されているかもしれません。

杵藤保健福祉事務所　緯０９５４（２３）３５０１

市環境下水道課　　　緯０９５４（６３）３４１６

鹿島警察署　　　　　緯０９５４（６３）１１１１
　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　市内では「犬が放し飼いされ

ている」「フンが放置されて

困っている」などの苦情や、

リードを付けていない犬が

人を咬むといった事例が起

こっています。マナーを

守って迷惑をかけないよう正

しく飼いましょう。

　市内では「犬が放し飼いされ

ている」「フンが放置されて

困っている」などの苦情や、

リードを付けていない犬が

人を咬むといった事例が起

こっています。マナーを

守って迷惑をかけないよう正

しく飼いましょう。

募
　
集 地域包括支援センター　介護支援専門員募集

応募資格　募集要領に定める要件を満たしている人

試験日時　後日連絡します　※面接による選考

　保険健康課地域包括支援センター

　緯０９５４（６３）２１６０

詳しくは

募集締切　９月 20 日（金）　※郵送可、必着

提出方法　市のホームページからダウンロードまたは

　　　　　保険健康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。

地域包括支援センター
業務、介護予防ケアマ
ネジメント業務

介護支援専門員 １人

１日７時間程度
（週 35 時間程度）
原則　月～金曜日
（祝日を除く）

募集区分
募集
人員

雇用期間 勤務内容 勤務時間 提出先

令和２年１月１日

　　　～３月 31 日

〒８４９－１３１２
鹿島市大字納富分
　　２６４３番地１

　鹿島市役所（１階）
　保険健康課
　地域包括支援センター
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※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

1 日（日）
7 日（土）
8 日（日）

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

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
家永設備　　　　　　緯（６２）７１２９
山中鉄工　　　　　　緯（６３）３３４１
鹿島設備工業所　　　緯（６３）３２２８

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　http://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

怯わ・わ・わぽっと５周年事業
　“ふぁみりー・ふぇすた”
　　　　　　　を開催します！
　と　き　10 月 27 日（日）
　　　　　10 時～ 17 時
　ところ　市民交流プラザ
　　　　　　　　かたらい４階
　　※詳しくは１０月号で
　　　　　　　お知らせします

子育て支援センター

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

詳しくは

建おくすりノートを持っていきましょう

在宅当番医・当番薬局
受付時間　9時～17時
※受診の際は事前に在宅当番医へ電話で確認してください

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

日 在宅当番医 当番薬局
森田医院　緯（６３）３９５６1 日（日） 西牟田薬局
西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０8 日（日） 前山薬局
志田病院　緯（６３）１２３６15 日（日） 溝上薬局北鹿島店
別府整形外科　緯（６３）３０６３16 日（祝） 溝上薬局西牟田店
薬師寺医院　緯（６３）５２８１22 日（日） アルナ薬局浜町店
中村医院　緯（６３）９２３４23 日（祝） 祐信堂薬局
織田病院　緯（６３）３２７５29 日（日） 溝上薬局スカイロード店

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

令和元年７月３１日現在

鹿島市
－

－ 6 人能古見

－浜

－－北鹿島

－

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

29,065

13,738

3,419

2,948

2,755

3,453

2,752

13,723

15,342

10,804

5,419

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

11 人 1 世帯

－ 9 人 6 世帯

1,156 世帯 0 世帯

1,011 世帯

1,253 世帯

1,020 世帯

945 世帯

8 人

8 人

7 人

7 人

15 人

4 人

1 世帯

7 世帯

－ 4 世帯

3 世帯

－

－

－ －

市役所
保健センター

7・14・21・28 日（土）、
1・8・15・22・29 日（日）、
16・23 日（祝）

休館日はありません

3・10・17・24 日（火）、
16・23 日（祝）

2・9・30 日（月）、17・24 日（火）

市民交流プラザ
（かたらい）

子育て支援センター
（わ・わ・わ ぽっと）

生涯学習センター
（エイブル）

市民図書館

3・10・17・24 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）

2・9・30 日（月）、17・24 日（火）、
26 日（木）

2・9・30 日（月）、17・24 日（火）

怯ひろばの集い
12 日（木）

　『バスに乗って出かけよう！梨狩り day♪』
時　間　９時 30 分　市役所前集合

定　員　先着 14 組

栢予約・要参加費・梨狩り実費

25 日（水）
　　　　　　　　　　　　　　おと　　　　　　　　　　おと　　　　　　　　　　　　　　ね　

　『あんな音こんな音かたり～音③day♪』
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
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こんなときこのひとこと・学校だより

学 校 だ よ り

七浦小学校

No.268

９月２２日（日）は運動会

　今月のおすすめは、いつも体験活

動などでお世話になっている地域の

方々やＰＴＡ活動には１００％参加

してくださる保護者の皆さんととも

にはじけ、盛り上がる運動会です。

　１・２年生のダンスでは、本校の

２４人と音成分校の１８人が、とも

に汗を流して練習した演技を運動場

狭しと大きくリズミカルに披露しま

す。

　母ヶ浦や音成など、全国に誇れる

浮立を見て育った七浦っ子３・４年

生２８人の面浮立は勇壮です。秋の

『七浦大収穫祭』には、毎年出演依

頼が来ます。県内外から見えられた

方々が思わずスマートフォンを取り

出して動画を撮って帰られます。

　最高学年５・６年生４６人が舞う

ソーラン節は、６月開催の『がたっ

こ七リンピック』の中ではユーモラ

スな舞として披露されます。両手に

摑んだ潟をしぶきのように周りにま

き散らし、最後は潟に前のめりに倒

れ込む姿に観客の笑顔と喝采が溢れ

ます。運動会の中では一転して、目

にも鮮やかな法被をまとい、真剣な

表情で舞い踊ります。

　昨年、地域の方から「法被をつ

くってあげましょうか」と嬉しい声

かけをしていただきました。地区の

各家庭にあるのぼり旗や大漁旗を学

校に快く寄付していただき、一枚一

枚手縫いで４６着も仕上げていただ

きました。最高の法被と最高の子ど

もたちが、七浦の宝です。大事に受

け継ぎ、育てていきます。
寓手づくり法被のソーラン節

No.165（特別編）

Hello! My name is Amanda Doherty. You can call me Amanda! 
I came from Boston, Massachusetts.
My hobbies are reading novels and traveling around the world.
I am interested in continuing to study the Japanese language and learning about Kyushu 
tradition and culture. I am very excited to join the community and to meet everyone here in 
Kashima! If you see me around town, please say hello!

こんにちは！私の名前はアマンダ　ドーティーです。アマンダと呼んでください！

マサチューセッツ州　ボストン出身です。

私の趣味は小説を読むこと、世界を旅することです。

日本語を引き続き勉強して、九州の伝統や文化を学びたいと思っています。地域に加わり、鹿島の皆さんに

お会いできることにワクワクしています。町で見かけたら声をかけてくださいね！

　このコーナーは今月からスティーブン先生とアマンダ先生

が担当されます。今回は、新しく担当されるアマンダ先生よ

り皆さんへメッセージをいただきました。 アマンダ先生



１９広報かしま　Ｒ1（2019）.9.1

温暖化対策・人権の輪

今すぐやろう温暖化対策

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

も地球に優しい低炭素ライフを賢く選択して、地球温暖化対策を

推進する国民運動です。皆さんで賢い選択をしましょう。
　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

興ＬＥＤやエアコンなど省エネ製品等の買換え（低炭素製品の買換え）

興公共交通の利用や効率的な物流サービス（低炭素サービスの選択）

興クールビズやクールシェア（低炭素ライフスタイルの転換）

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

で消費電力の無駄を防ぎます。

冷蔵庫の賢い使い方冷蔵庫の賢い使い方

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

上昇を抑えることができます。

ほんの少しの心遣いを
～敬老の日に思う～
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

「くつ下を　立ってはくのは　Ｃ
難度」
「朝起きて　調子いいから　医者
に行く」
「仲いいね　いいえ夫は　杖がわ
り」
　これは、第１８回シルバー川柳
（公益財団法人全国有料老人ホー
ム協会主催）の入選作品の一部で
す。思わずふふっと笑いが出ませ
んか。短い言葉の中に、老化の悩
みや不安も感じられますがユーモ
アにあふれ、シルバー世代の暮ら
しぶりまで見えてくるようです。
　先日、駅の自動券売機で切符を

買おうと並んだときのことです。
高齢の女性が、切符を買おうと
タッチパネルを一生懸命操作して
いらっしゃいました。時間がか
かっていたために、「早くして」
といわんばかりに嫌な顔をして並
ぶ列を変わった人もいました。女
性に手伝いましょうかと声をかけ
ようとした時、「ばあちゃん、ど
こさん行くと？」と声がかかりま
した。「○○まで△△円の切符を
買いたいんだけどねぇ・・・」声
をかけたのは高校生。お札や小銭
の入れ方、タッチパネルの操作の
仕方を教えていました。無事に切

符を買えた女性は、高校生や列の
方に深々とお辞儀をしながらホー
ムの方へ歩いて行かれました。
　パソコンやスマホなどの普及に
伴い便利な世の中になったと思う
反面、できないことや知らないこ
とが増え、時代の流れについてい
けないと感じているのは私だけで
しょうか。できないからといって
その人の人格まで低下するわけで
はありません。わからないことは
尋ねて解決しようとすることも大
切でしょうし、先ほどの高校生の
ように相手（高齢者）の立場に立っ
て優しく教えてあげることも大事
でしょう。
　社会には、さまざまな事情を抱
えた人が共に暮らしています。相
手の状況や気持ちを想像すると、
心遣いが生まれるのではないで
しょうか。

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

ぼくはいや　あのこもいやな　そのことば　　橋本　凌茉（北鹿島小１年）
捨ててみて　人を比べる　物さしは　　　　　熊谷　碧（西部中１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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　旧市民会館は、来年の２月までに建物の解体を完了

する予定です。工事期間中、右図の範囲は工事関係者

以外立ち入りができません。ご迷惑をおかけしますが、

ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

　なお、工事期間中も敷地内の電話ボックス、九州労

働金庫ＡＴＭは利用できます。お車でお越しの際は、

来庁者駐車場をご利用ください。

　総務課総務係　緯０９５４（６３）２１１１詳しくは

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

電話ボックス、

　九州労働金庫ＡＴＭ

電話ボックス、

　九州労働金庫ＡＴＭ

来庁者駐車場来庁者駐車場

市民会館解体工事の範囲

解体工事範囲解体工事範囲

　鹿島消防署救急係　緯０９５４（６３）１１１９詳しくは

『救急の日』『救急医療週間』は、救急医療や救急業務に対して、地域住民の皆さんの理解と正しい認識を深めて

もらうことを目的に、全国一斉に普及活動が行われます。期間中は、鹿島消防署管内でも普及活動を行います。

みんなで守ろう！鹿島の救急医療！
ー９月９日（月）は『救急の日』　８日（日）～１４日（土）は『救急医療週間』ー

小児救急医療電話相談（毎日 19 時～翌８時）　緯＃８０００
　休日・夜間の急な子どもの病気にどう対処したらよいか、

小児科医師・看護師へ電話相談することができます。

杵藤地区医療情報案内　緯０９５４（２２）４２０７
「救急車を呼んだ方がいいか分からない」「休日・夜間

に病院を受診したい」というときに利用してください。

と　　き　９月９日（月）９時～ 13 時

と　こ　ろ　鹿島消防署駐車場

対　　象　男性　17歳から69歳まで

女性　18歳から69歳まで

　　　　　※65歳以上の人は、60歳から64歳までに

　　　　　　献血の経験がある人に限ります。

献血活動のご案内献血活動のご案内
と　　き　９月８日（日）10 時～ 14 時

と　こ　ろ　道の駅太良　展望広場、駐車場

内　　容　チラシ配布、消防車両の展示、

　　　　　心肺蘇生法（ＡＥＤ操作）の展示など

広報活動のご案内広報活動のご案内

太良町のご当地キャラクター“つきみん”

　“ガネッタ”や“タラレンジャー”も来るよ！

四熱中症を予防しましょう四四熱中症を予防しましょう四

煙屋内でもエアコンなどを適切に使用し、暑い日の屋外での仕事や草むし

　りは注意しましょう。

煙衣類は軽く、吸湿性や通気性のよい素材が最適です。

煙十分な水分と塩分、必要に応じてスポーツ飲料などを補給しましょう。

煙日ごろから規則正しい生活を送り、暑さに備えた体づくりをしましょう。

煙高齢者や子どもは熱中症のリスクが高いため、特に注意しましょう。

400ml献血
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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

興特別整理期間のため休館します興
　蔵書の総点検、施設の整備などを行います。

　ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力

　をお願いします。

　期　　間　９月 30 日（月）

　　　　　　　　　～ 10 月４日（金）

　本の返却　本のポストをご利用ください。

　　　　　　（エイブル正面玄関右側）

　※CD・DVD・ビデオ・雑誌・紙芝居・大型絵本は、破損の恐れが

　　ありますので、本のポストへ入れず、10 月５日（土）以降に直接カ

　　ウンターへお返しください。

　蔵書検索・ウェブ予約

　　図書館ホームページからの蔵書検索や予約は可能です。ただし、

　予約確保の連絡は、10 月５日（土）以降となります。

市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

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

～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。

噛展示期間噛

９月 29 日（日）まで

石橋美代子　七宝作品展床の間
コーナー

うた

偶展示作品
　『潮満ちて－2017』

公
開
講
座

ところ 受講料定員 開講期間講　座　名 講　師

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

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

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

　初めての人にもやさしく楽しいトップ奏者による木管五重奏コンサート！

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　全席自由　発売中

料　　金　大　　　人 1,000 円

　　　　　高校生以下　500 円
煙会員各 500 円引き
煙当日各 500 円増し

・・・・・プログラム・・・・・

イベール

《木管五重奏のための３つの小品より第１楽章》

ツェムリンスキー

《ユモレスク》

演奏とお話による楽器紹介コーナー

《ミッキーマウス マーチ》《白鳥の湖》他

ロジャース

《サウンド・オブ・ミュージックメドレー》他

※プログラムは変更になる場合があります。

　予めご了承ください。 ＠Ryusei Kojima

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

高校生以下
　会員無料！
（要整理券）
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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

食事をおいしく、バランスよく
　主食・主菜・副菜は、健康な食事の第一歩で

す。毎日の食事で、主食・主菜・副菜を組み合

わせて食べましょう。

　煙毎日プラス一皿の野菜

　　大人が１日に必要な野菜の摂取量は３５０

　グラム。これは日本人の平均摂取量に、もう

　一皿加えた量に相当します。

　煙おいしく減塩１日マイナス２グラム

　　だし、柑橘類、香辛料などを使って、おい

　しく減塩しましょう。

　煙毎日のくらしにwithミルク

　　カルシウムとたんぱく質がバランスよく含

　まれる牛乳、乳製品を摂りましょう。

９月は食生活改善
　　　普及運動月間です
９月は食生活改善
　　　普及運動月間です

　毎月１９日は『食育の日』です。

　市食生活改善推進協議会では、料理教室を

開催しています。

　どなたでも参加できますので、希望する人

は保健センターまでお申し込みください。

と　　き　９月 19 日（木）10時～ 14 時

と　こ　ろ　エイブル２階調理実習室

参　加　費　300円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾

申込期限　９月 12 日（木）

食改さんの料理教室食改さんの料理教室

９月24日から30日は結核予防週間です

興こんな症状があったらすぐ受診！！
　焔長引くせき（２週間以上）
　焔たんがでる　焔体重減少
　焔微熱（２週間以上）　焔胸痛
　焔倦怠感（２週間以上）

興生後３ヵ月から１歳未満までの赤ちゃんは
　　　　　　　　ＢＣＧ予防接種を受けましょう
　抵抗力の弱い赤ちゃんは、結核に感染すると重症になりや
すく危険です。予防のために接種期間内に接種しましょう。

研修コース　基礎研修コース（３日間）

　　　　　　①初任者対象　10 月 20 日（日）・27 日（日）

　　　　　　②経験者対象　11 月 10 日（日）

　　　　　指導力向上研修コース（各１日間）

　　　　　　Ａコース　12 月８日（日）

　　　　　　Ｂコース　令和２年３月８日（日）

定　　員　各コース 50 人

対　　象　医師、保健師、管理栄養士、看護師（保健指導経験者）

会　　場　佐賀メディカルセンタービル

受　講　料　無料

申込期間　基礎研修①　９月 13 日（金）～ 10月７日（月）

　　　　　基礎研修②　10 月３日（木）～ 28日（月）

　　　　　指導力向上研修Ａ　11 月１日（金）～ 21日（木）

　　　　　指導力向上研修Ｂ　令和２年２月３日（月）～ 27 日（木）

申込期間　郵送、ＦＡＸまたはＥメールで受講申込書を送

　　　　　付してください。受講申込書は、財団ホームペ

　　　　　ージからダウンロードできます。

　　　　　※ＦＡＸの場合は、送信の旨をお知らせください。

佐賀県健康づくり財団

保健指導支援ステーション担当

緯０９５２（３７）３３０１

姉０９５２（３７）３０６１

申込・問合せ先

特定保健指導研修受講者募集特定保健指導研修受講者募集
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水痘（水ぼうそう）は、水痘帯

状疱疹ウイルスの感染によって起こる感染

症で、空気感染、飛沫感染、接触感染に

よって感染します。

　症状は全身にかゆみを伴う発疹が出て、

その後水ぶくれとなり、かさぶたを残して

治癒します。発熱を伴うこともあります。

一度感染すると一生からだの中にウイルス

が残り、加齢や免疫抑制状態等で活性化し、

帯状疱疹を発症します。

水痘予防接種を
　　　受けましょう
水痘予防接種を
　　　受けましょう

対　象　者　１歳～３歳未満

接種回数　２回（１回目接種後６カ月以上間を空けます）

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

予防接種は県内の医療機関での個別接種です。
医療機関に直接お申し込みください。

　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

11 月１日
（金）午後

11月 11 日
（月）午前

９月４日
（水）午後

９月 19 日
（木）午前

９月 24 日
（火）午後

９月 25 日
（水）午前

10 月６日
（日）午前

月　日 対　象　区

行成・末光・井手

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

月　日 対　象　区

小舟津・犬王袋・川内・白鳥尾・山浦開拓・
番在開拓・平仁田開拓

城内・大手・中牟田・山浦・浜新町

執行分・大木庭・南川・江福

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。

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

９月はがん征圧月間です。がんの

予防に関する正しい知識や診断治療などに関す

る情報をお伝えします。

と　　き　９月 21 日（土）

　　　　　９時 30 分～ 15時

と　こ　ろ　アバンセホール（佐賀市）

定　　員　先着300人

申込期限　９月 20 日（金）

内　　容

　講演『がんの告知・治療、そして今の私』

　　　　講師　麻倉　未稀さん

　公演『はっぴい♡かむかむの皆さんによる

　　　　佐賀にわか劇場“健康にまさる宝なし”』

２０１９がん征圧
　　　　県民のつどい
２０１９がん征圧
　　　　県民のつどい

　佐賀県健康づくり財団総務企画課

　緯０９５２（３７）３３０１

申込・問合せ先
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　結核は昔の病気ではありません。日常生活をともにする人にうつりやすい病気です。特に80歳以

上の人の発症が増えています。『感染症法』の結核予防対策に基づき、６５歳以上の人を対象として

次の日程で結核健康診断を実施します。※対象者にはハガキを送付しています

６５歳以上の人は結核健康診断（胸部レントゲン）を受けましょう６５歳以上の人は結核健康診断（胸部レントゲン）を受けましょう

　保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３詳しくは

月　日

９月 17 日
（火）

09：30～10：30
保健センター

馬渡・末光

10：30～11：30 重ノ木・行成

13：30～13：55 上古枝公民館 上古枝

14：15～14：40 鮒越公民館 鮒越・七開

15：00～15：45 古枝公民館 下古枝・久保山

９月 20 日
（金）

9：30～10：00 母ケ浦公民館 母ケ浦・西葉

10：30～11：15 小宮道公民館

13：30～14：15 飯田公民館 飯田・江福

14：30～15：15 七浦公民館

大宮田尾・小宮道
東塩屋・西塩屋

龍宿浦・嘉瀬浦
音成・矢答

９月 24 日
（火）

09：30～10：30
保健センター

犬王袋・世間

10：30～11：30 横田・城内

13：30～14：45 納富分公民館 納富分

15：15～16：15 小舟津公民館 小舟津

９月 27 日
（金）

9：00～ 9：30 伏原公民館 伏原・下浅浦

9：45～10：15 中浅浦公民館

10：45～11：10 山浦公民館

11：30～11：45 川内公民館

山浦・山浦開拓
白鳥尾・番在開拓

13：30～14：20 北鹿島公民館

14：40～15：30 井手公民館 井手

15：50～16：20 三部公民館

上浅浦・中浅浦

川内

常広・古城

新籠・三部

９月 30 日
（月）

09：30～10：30
保健センター

執行分・井手分

10：30～11：30

14：00～14：30 中尾公民館

15：00～15：30 大村方公民館 大村方

大手・東町
中牟田

中尾・竹ノ木庭
奥山・平仁田開拓

10 月１日
（火）

9：15～11：30 高津原

14：00～14：45

14：45～15：30 大殿分・若殿分

高津原公民館
かんらん

南川・筒口
のごみふれあい

楽習館

10 月３日
（木）

09：30～ 9：50 中川内集会所

10：10～10：20 西三河内

10：40～11：50 西牟田公民館 西牟田・新町

13：30～14：00
北鹿島公民館

中川内・広平
大野・早ノ瀬

西三河内公民館

本町・中村
組方

14：00～14：30 乙丸・土井丸

15：00～15：20 森公民館 森

10 月４日
（金）

9：30～ 9：40 中木庭公民館 中木庭

9：55～10：10 本城集会所

10：30～10：40 貝瀬公民館

11：00～11：20 大木庭公民館

11：30～11：40 東三河内公民館

13：30～14：00
浜公民館

14：00～14：30

本城・土穴

大木庭

東三河内

南舟津・野畠

貝瀬

新方・湯ノ峰
庄金

14：50～15：20 北舟津公民館

15：40～16：10 中町公民館

北舟津

中町・八宿
浜新町

10月 15 日
（火）

09：30～11：00 保健センター 未受診者

受付時間 実施場所 対象区 月　日 受付時間 実施場所 対象区

胸肺がん検診を受診する人は、受診できません。

胸都合が悪い場合は、都合のよい場所で受診できます。

胸当日、ハガキを持参してください。

胸撮影時、薄手のシャツや肌着は着用できます。

胸料金は無料です。
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胃がん検診
【対　象】40 歳以上

　　　　～ 79 歳以下

【内　容】

バリウムを飲み

レントゲン撮影

【自己負担金】1,000 円

肺がん検診
【対　象】40 歳以上

【内　容】

①胸部レントゲン撮影

②痰検査（問診で必要な人のみ）

【自己負担金】

①300 円 ②700 円

大腸がん検診
【対　象】40 歳以上

【内　容】

便の潜血検査

※受診当日に容器を配布

【自己負担金】

　　　　　600 円

前立腺がん検診
【対　象】50 歳以上

　　　　の男性

【内　容】血液検査

【自己負担金】

　　　　　700 円

　ご自身のため、ご家族のためにも、年に１回はがん検診を受け

ましょう。次の４種類のがん検診を同日で実施します。

（１種類から受診可能です）

　検診申込調査などにより申し込んだ人へ、８月に受診票を郵送

しています。新たに希望する人はご連絡ください。

　市民税非課税世帯・生活保護世帯の人、後期高齢者医療制度被

保険者の自己負担金は無料です。

がんセット検診を実施しますがんセット検診を実施します

保健センター（エイブル１階）

緯０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

受　　付　８時 30 分～ 10時 30 分（　　以外）

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

潤都合が悪い場合は、都合のよい日に受診できます。（連絡不要）

潤日程表の　　、　　の日を希望する人は、保健センターまで

　予約してください。

月　日 対　象　区

10 月 29 日
（火）

10月 30 日
（水）

10月 28 日
（月）

伏原・下浅浦・中浅浦・上浅浦・大木庭・
東三河内・西三河内・大野・広平・南川・
浜新町・土井丸

10 月 27 日
（日）

★胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん検診の実施
　希望する人は保健センターまで予約してください。

月　日 対　象　区

９月 13 日
（金）

９月 10 日
（火）

９月 11 日
（水）

９月９日
（月）

行成・犬王袋・大村方・中尾・中町・
八宿・森

執行分・井手分・馬渡・奥山・竹ノ木庭・
平仁田開拓

９月 12 日
（木）

若殿分・納富分・末光・白鳥尾・貝瀬・
土穴・本城・中木庭・山浦開拓・番在開拓

新方・湯ノ峰・南舟津・飯田・音成・
大宮田尾・小宮道・母ヶ浦

10 月 23 日
（水）

上古枝・下古枝・久保山・七開・庄金・
野畠・北舟津

10 月 24 日
（木）

城内・東町・西牟田・新町・東塩屋・
西塩屋・西葉・矢答

10 月 25 日
（金）

高津原

中川内・早ノ瀬・井手・三部・新籠・
常広・古城・組方・江福・龍宿浦・嘉瀬浦

筒口・大殿分・川内・山浦・本町・
乙丸・中村

11 月 27 日
（水）

★大腸がん、肺がん検診のみ実施（受付９時～10時）
　希望する人は保健センターまで予約してください。

11 月 28 日
（木）

★大腸がん、胃がん検診のみ実施（受付９時～10時）
　希望する人は保健センターまで予約してください。

11 月 29 日
（金）

★未受診者検診
　希望する人は保健センターまで予約してください。

11 月 29 日
（金）

★大腸がん検診のみ実施（受付18時～19時）
　希望する人は保健センターまで予約してください。

大手・中牟田・横田・小舟津・世間・
重ノ木・鮒越

興健康長寿のための介護予防料理教室興

　いつまでもおいしく楽しく食べ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。毎月テーマを変えて学べます。

地域包括支援センターからのお知らせ

内　　容　煙低栄養予防について～ひと工夫で栄養価ＵＰ～　９月 18 日（水）

　　　　　煙ロコモ予防について～骨と筋肉を強くする食事～　10 月 30 日（水）

講　　師　溝上薬局　管理栄養士　　　　　　　　　　　　　　11 時～ 13 時 30 分

と　こ　ろ　エイブル２階調理室

対　　象　おおむね 40 歳以上の人

定　　員　先着 15 人

参　加　費　500 円（材料費、教材費含む）

持　参　品　エプロン、三角巾、筆記用具

地域包括支援センター

緯０９５４（６３）２１６０

申込・問合せ先
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お知らせ

　子どもたちの安全・安心な活動拠

点（居場所）、また、勉強やスポーツ・

文化活動、地域の皆さんとの交流の

場として、放課後や週末などに北鹿

島体育館と臥竜ヶ岡体育館を開放し

ます。ミニテニスや卓球セットなど

も自由に使うことができますので、

ぜひご利用ください。

と　　き　平日 15 時～ 17時

対　　象　市内小中学生および保護者

栢毎週火曜日（火曜日が祝日の場合は翌日）、

　夏・冬・春休みは開放しません

詳しくは　生涯学習課社会教育・文化係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

　就職を希望する障がいのある人に、

多くの企業との情報交換ができる場

として面接会を開催します。

と　　き　10 月 11 日（金）

　　　　　13時 30 分～ 16 時

と　こ　ろ　ＳＡＧＡサンライズパーク総合体育館（佐賀市）

詳しくは　ハローワーク鹿島

　　　　　緯０９５４（６２）４１６８

　９月から１１月にノー残業や年次

有給休暇の取得促進など、労働時間

短縮に取り組むキャンペーンに参加

する事業所を募集します。

締　　切　11 月 30 日（土）

申込・問合せ先　

　佐賀県産業人材課労政福祉企画

　緯０９５２（２５）７１００

開　　議　10 時～

詳しくは　議会事務局　緯０９５４（６３）２１０４

6日（金）　

7日（土）～

12 日（木）～

14 日（土）～

18 日（水）　

19 日（木）　

20 日（金）　

21 日（土）～

24 日（火）　

25 日（水）　

26 日（木）～

28 日（土）～

10 月１日（火）

10 月３日（木）

10 月４日（金）

10 月５日（土）

10月 7日（月）

10月 8日（火）

10月 9日（水）

11日（水）

13日（金）

17日（火）

23日（祝）

27日（金）

30日（月）

～２日（水）

～6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

決算審査特別委員会（開会・現地調査）

休会

決算審査特別委員会

休会

決算審査特別委員会

休会

一般質問

休会

一般質問

休会

予備日（一般質問）

休会

委員会報告、議案審議、質疑、討論、採決、閉会

※一般質問などの内容は鹿島市ＨＰ

　の『鹿島市議会』に掲載します

※ケーブルテレビでは 11 チャンネ

　ルで議会中継を放送します

市議会９月定例会会期日程（案）
～傍聴にきてみませんか～

※（　　）内は前年比　　栢守ろう交通ルール　高めよう交通マナー

怯その他　９月３０日は『交通事故死ゼロを目指す日』です。一人ひとり

　が交通ルールを守り、交通マナーに注意して行動することにより、交通

　事故を無くしましょう。

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

2,896 件（－499）
149 件（－037）
80 件（－016）

3,891 人（－582）
189 人（－058）
105 人（－021）

14 人（－03）
1人（＋01）
1人（＋01）

11,320 件（－766）
649 件（－006）
324 件（－013）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

令和元年７月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

詳しくは　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４

餞　別 ７月５日 120,000円 全国高等学校総合体育大会出場（８個人・２団体）

157,020円 令和元年度（平成 31 年度）累計　272,825 円合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

接　遇 ７月19日 10,420円 日本酒６本（鹿島ＰＲ用）
会　費 ７月19日 5,000円 肥前路南西部広域観光協議会
弔　慰 ７月26日 21,600円 供花１件

令和元年７月分の市長交際費を公表します

北鹿島・臥竜ヶ岡体育館を
開放します

Let’s “ゆとり ” ！
キャンペーン

なくそう受動喫煙！市役所敷地内は『禁煙』ですなくそう受動喫煙！市役所敷地内は『禁煙』です
　健康増進法に基づく受動喫煙防止対策を推進するため、７月１日から市

役所敷地内（駐車場含む）は原則禁煙となりました。喫煙は特定屋外喫煙

場所に限ります。望まない受動喫煙をなくすため、ご協力をお願いします。

詳しくは　総務課総務係　緯０９５４（６３）２１１１

障がい者就職面接会

情報掲示板 愚 お知らせ
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　世帯主名や会社名などの変更が

あって、水道使用者の名義が変わる

とき（引き続き水道をお使いになる

場合も）は、水道課窓口での手続き

が必要です。

詳しくは　水道課管理係

　　　　　緯０９５４（６２）３７１８

　マンホールトイレとは、災害で水

洗トイレが使えなくなった場合、避

難所に設置される災害用の仮設トイ

レです。このトイレはイベントなど

での利用も考えています。

　今月、鹿島小学校で行われる運動

会に合わせて設置します。災害に備

えて体験してみませんか。

と　　き　９月 22日（日）９時～ 14時

と　こ　ろ　鹿島小学校体育館裏駐車場

詳しくは　環境下水道課下水道係

　　　　　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、いろい

ろな作業についてご相談ください。

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。土づくりに最適で

す。どうぞご利用ください。

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　９月 19日（木）８時 30分～

※当日ご都合がつかない人は、前日

までにセンターへご持参ください。

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　９月 19日（木）９時 30分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

※説明会は個別でも随時行っています

問い合わせ・ご注文　

　シルバー人材センター

　緯０９５４（６３）０９７０

　年末年始における一時的な占用申

請を希望される人は、説明会を開催

しますのでご参加ください。

と　　き　９月 30 日（月）

　　　　　13時 30 分～ 14 時 30 分

と　こ　ろ　新世紀センター２階会議室

詳しくは　都市建設課土木管理係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１５

　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

講習会・教室

　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』

　　９月 5日（木）19 時 30 分～

　噛第６回『同和問題と人権衛』

　　９月 13 日（金）13時 30 分～

　噛第７回『高齢者の人権』

　　９月 25 日（水）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

　好きな文字や言葉を書いてみませ

んか。当日受付もできます。お気軽

に参加してください。

と　　き　10 月 20 日（日）９時 30 分～ 16 時

と　こ　ろ　かたらい４階多目的室

講　　師　松尾洋一さん

内　　容　漢字行草作品、かな、

　　　　　調和体、篆刻など

持　参　品　書道道具一式、半紙、

　　　　　半切、新聞紙など

　　　　　※資料、手本は準備します

受　講　料　2,000 円（昼食代含む）

申込・問合せ先　

　鹿島書の会庶務係　松尾

　緯０９０（２０９６）８１４８

水道に関する手続きは
お忘れなく

マンホールトイレを
設置します

畑の準備や作業、お受けします
シルバー人材センター

祐徳門前水路の一時的な
占用申請事務説明会

人権学習会を開催します

太陽光発電設置補助金
のお知らせ

鹿島書の会　秋の練成会

開園期間　９月 14 日（土）まで

※天候や育成状況により変わります

開園時間　８時 30 分～ 16時 30 分

料　　金　入園無料　※試食もできます

収穫したぶどう（体験料含む）

　巨峰・ピオーネ　　　100 円～／ 100ｇ

　シャインマスカット　160 円～／ 100ｇ

利用方法（予約制）

　希望の日時などを伺い、市内の

農園と調整後、再度連絡します。

予約・問合せ先（受付時間　９時～ 16 時）
　多良岳オレンジ海道を活かす会事務局
　（ＪＡさがみどり地区園芸指導課）緯０９５４（６２）２１４５

鹿島でぶどう収穫体験が楽しめます！

情報掲示板 愚 お知らせ・講習会・教室



２８ Ｒ1（2019）.9.1　広報かしま

　不妊・不育で悩んでいる人や家族

を対象に研修会を開催します。不妊

治療専門の医師や臨床心理士の講話、

体験者の話を聞いてみませんか。

と　　き　10 月５日（土）14 時～ 16 時 20 分

と　こ　ろ　佐賀中部保健福祉事務所（佐賀市）

参　加　費　無料

申込・問合せ先（要申込）

　佐賀中部保健福祉事務所母子保健福祉担当

　（不妊・不育専門相談センター）

　緯０９５２（３０）２１８３

　ピアノやギターの生演奏に合わせ

て、青春の歌をみんなで一緒に歌っ

て若さと健康を取り戻しましょう。

と　　き　10 月１日（火）14 時～ 16 時

と　こ　ろ　かたらい４階多目的室

参　加　費　無料

詳しくは　歌声喫茶かしま　平田

　　　　　緯０９５４（６２）５６４６

募　集

 詳細はお問い合わせください。

入試区分　①一般入試　②社会人入試

　　　　　③施設推薦入試

募集人員　①～③合わせて 40 人

受験資格

　①中学校卒業（見込み）以上の者

　②高等学校を平成 30 年３月以前に卒業の者

　③医療・福祉施設に継続勤務１年以上で施

　　設長の推薦がある高校卒業（見込み）の者

出願期間　９月24日（火）～10月10日（木）

入　試　日　10 月 13 日（日）

合格発表　10 月 17 日（木）

試験科目　

①　国語、数学、集団面接・討議

②③作文、集団面接・討議

請求・問合せ先　

　〒８４９－１３１１　鹿島市大字高津原８１３

　鹿島看護学校

　緯０９５４（６３）３９６９

　中学生とママと赤ちゃんとの楽し

い交流会に参加される親子を募集し

ます。ぜひ、ご参加ください。

と　き・ところ

東部中学校　９月 27 日（金）

　　　　　　９月 30 日（月）

西部中学校　10 月４日（金）

　　　　　　10 月９日（水）

　　　　　　10 月 15 日（火）

　　　　　　10 月 21 日（月）

　　　　　　10 月 24 日（木）

時　　間　11 時～ 12 時 25 分

※学校行事等で時間が変更になる場合があります

申込・問合せ先（要申込）　

　子育て支援センター

　緯０９５４（６３）０８７４

　かかし祭りに展示する“かかし”

を募集します。優秀作品には素敵な

賞品をプレゼントします。たくさん

の出展をお待ちしています。

募集期間　10月1日（火）～18日（金）

展示期間　10 月 28 日（月）

　　　　　　～ 11 月３日（祝）予定

展示場所　農家民宿みんなの家付近（七浦）

詳しくは　鹿島市ニューツーリズム

　　　　　推進協議会（事務局：商工観光課）

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

対　象　者　求職者

訓練期間　11 月６日（水）～７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　10 月２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

イベント

　佐賀県への移住者、移住希望者、

地域の皆さんを対象に、肥前浜宿で

のまち歩きや漬け蔵たぞうでの発酵

体験など、交流を楽しみながら佐賀

県の暮らしやすさ、魅力を再発見し

てもらうイベントを開催します。

と　　き　10 月５日（土）

　　　　　14 時 30 分～ 19 時

と　こ　ろ　ゲストハウスまる

参　加　費　無料（宿泊希望者は別途費用負担あり）

詳しくは　さが創生推進課移住支援室

　　　　　緯０９５２（２５）７３９３

と　　き　10 月 13 日（日）

と　こ　ろ　武雄嬉野カントリークラブ

参加資格　市民、市内に勤務する人

定　　員　先着 120 人

申込締切　９月 13 日（金）

参　加　費　3,000 円

そ　の　他　同伴者の指定可能

　　　　　４人１組の応募可能

申込・問合せ先　同大会事務局

　（佐賀西信用組合本店内）井手・小野

　緯０９５４（６３）２４１１

と　　き　９月４日（水）～８日（日）

　　　　　10 時～ 17 時　※８日は 16 時まで

と　こ　ろ　かたらい４階

　写　真　県展、県写真協会展、例会

　　　　　作品を中心に展示

　四郎窯　県展、国際陶磁展入賞作

　　　　　品、日用食器を展示

入　場　料　無料

※むつごろうフォートス会員募集中

詳しくは　むつごろうフォートス　岩永

　　　　　緯０９０（９４８５）７２５２

　児童・生徒が日ごろの学習成果を

発表します。ぜひ、お越しください。

と　　き　10 月５日（土）９時 30 分～

と　こ　ろ　うれしの特別支援学校

　　　　　（嬉野市塩田町）

内　　容　午前：ステージ発表

　　　　　午後：作業製品販売など

※台風等で順延する場合はＨＰでお知らせします

詳しくは　うれしの特別支援学校

　　　　　緯０９５４（６６）４９１１

狂かしま伝承芸能フェスティバル

　８日（日）13 時～祐徳稲荷神社

狂七浦秋祭り（戸口、鎮守、天子、宮崎神社）

　８日（日）午前中

狂西部中学校体育大会

　15 日（日）

狂市内小学校運動会

　22 日（日）古枝・鹿島・七浦・明倫

　29 日（日）能古見・浜・北鹿島

狂救世神社秋祭り

　23 日（祝）８時 30 分頃　救世神社ほか

相　談

　武雄調停協会では、弁護士や調停

委員による無料相談会を行います。

と　　き　９月 14 日（土）10 時～ 15 時

と　こ　ろ　武雄市文化会館２階大集会室Ｂ

相談内容　相続、遺産分割、借金問題、

　　　　　離婚、養育費、土地建物など

詳しくは　武雄調停協会

　　　　　緯０９５４（２２）２１５９

　司法書士、社会福祉士による無料

相談会を行います。

と　　き　９月７日（土）10 時～ 15 時

と　こ　ろ　アバンセ（佐賀市）

相談内容　成年後見、相続、遺言など

詳しくは　成年後見センター・

　　　　　リーガルサポート佐賀支部

　　　　　緯０９５２（２９）０６２６

　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　９月 18 日（水）

　　　　　10 月 16 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

　耳鼻科、整形外科の指定医師が身

体障害者手帳や補装具、医療に関す

る相談を受け付けます。

と　　き　10 月 18 日（金）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

申込期限　10 月 11 日（金）17 時まで

　　　　　※事前に予約が必要です

詳しくは　福祉課障がい福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

　『公証週間』（10 月１日～７日）に

合わせて、遺言の作成や金銭・土地

建物の貸借、老後の財産管理などの

無料相談会を開催します。

と　　き　10 月４日（金）９時～ 19 時

と　こ　ろ　佐賀公証人合同役場（佐賀市）

詳しくは　佐賀公証人合同役場

　　　　　緯０９５２（２２）４３８７

と　　き　９月 15 日（日）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀県労働会館３階（佐賀市）

相談内容　労働、借金、相続など

申込・問合せ先（要申込、電話での相談可）

　佐賀県労働者福祉協議会

　ライフサポートセンターさが

　緯０１２０（９３１）５３６

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

狂無料法律相談（市民優先）

　12 日（木）市役所５階

　受付 13 時～ 14 時（先着６人）13 時 30 分開始

　※行政相談と同時開催

　26 日（木）市役所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（市民優先）

　12 日（木）市役所５階

　受付 13 時～ 14 時 30 分　13 時開始

　総務課 緯（６３）２１１１

狂厚生年金・国民年金相談

　３・17 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

狂人権相談　かたらい３階健康相談室

　５日（木）10 時～ 15 時

狂土地・建物に関する無料相談所

　24 日（火）13 時 30 分～ 16 時 30 分

市役所５階第６会議室

　都市建設課 緯（６３）３４１５

狂鍼灸マッサージ無料健康相談

　15 日（日）10 時～ 14 時 30 分

保健センター（エイブル１階）

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）

　18 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

　24 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） 

　３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

狂納税相談（10 人程度） 　税務課

　18 日（水）９時～ 16 時

　要予約　税務課緯（６３）２１１８

狂オストメイト相談会・交流会

　毎週第２土曜日 10 時～ 12 時　かたらい３階小会議室

　日本オストミー協会佐賀支部　緯０８０（１７２１）０９０６

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）

　20 日（金）13 時～ 16 時　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　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

赤ちゃん登校日
参加親子募集

令和元年11月期
職業訓練受講生募集

募集訓練科 定員

ＣＡＤ/ＮＣオペレーション科

溶 接 技 術 科

住 環 境 Ｃ Ａ Ｄ 科

１５

(３科で)

鹿島看護学校
令和2年度生徒募集

市民チャリティーゴルフ大会
参加者募集

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４期の口座振替日は

９月３０日（月）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

ママとパパになりたい人の
セミナー

歌声喫茶かしま

～第２回かかし祭りin鹿島～

“かかし”を募集します

移住者の集い

むつごろうフォートス写真展
＆四郎窯展

顎携帯電話から

　パソコンから樫

鹿島看護学校 検索

情報掲示板 愚 講習会・教室・募集・イベント
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　不妊・不育で悩んでいる人や家族

を対象に研修会を開催します。不妊

治療専門の医師や臨床心理士の講話、

体験者の話を聞いてみませんか。

と　　き　10 月５日（土）14 時～ 16 時 20 分

と　こ　ろ　佐賀中部保健福祉事務所（佐賀市）

参　加　費　無料

申込・問合せ先（要申込）

　佐賀中部保健福祉事務所母子保健福祉担当

　（不妊・不育専門相談センター）

　緯０９５２（３０）２１８３

　ピアノやギターの生演奏に合わせ

て、青春の歌をみんなで一緒に歌っ

て若さと健康を取り戻しましょう。

と　　き　10 月１日（火）14 時～ 16 時

と　こ　ろ　かたらい４階多目的室

参　加　費　無料

詳しくは　歌声喫茶かしま　平田

　　　　　緯０９５４（６２）５６４６

募　集

 詳細はお問い合わせください。

入試区分　①一般入試　②社会人入試

　　　　　③施設推薦入試

募集人員　①～③合わせて 40 人

受験資格

　①中学校卒業（見込み）以上の者

　②高等学校を平成 30 年３月以前に卒業の者

　③医療・福祉施設に継続勤務１年以上で施

　　設長の推薦がある高校卒業（見込み）の者

出願期間　９月24日（火）～10月10日（木）

入　試　日　10 月 13 日（日）

合格発表　10 月 17 日（木）

試験科目　

①　国語、数学、集団面接・討議

②③作文、集団面接・討議

請求・問合せ先　

　〒８４９－１３１１　鹿島市大字高津原８１３

　鹿島看護学校

　緯０９５４（６３）３９６９

　中学生とママと赤ちゃんとの楽し

い交流会に参加される親子を募集し

ます。ぜひ、ご参加ください。

と　き・ところ

東部中学校　９月 27 日（金）

　　　　　　９月 30 日（月）

西部中学校　10 月４日（金）

　　　　　　10 月９日（水）

　　　　　　10 月 15 日（火）

　　　　　　10 月 21 日（月）

　　　　　　10 月 24 日（木）

時　　間　11 時～ 12 時 25 分

※学校行事等で時間が変更になる場合があります

申込・問合せ先（要申込）　

　子育て支援センター

　緯０９５４（６３）０８７４

　かかし祭りに展示する“かかし”

を募集します。優秀作品には素敵な

賞品をプレゼントします。たくさん

の出展をお待ちしています。

募集期間　10月1日（火）～18日（金）

展示期間　10 月 28 日（月）

　　　　　　～ 11 月３日（祝）予定

展示場所　農家民宿みんなの家付近（七浦）

詳しくは　鹿島市ニューツーリズム

　　　　　推進協議会（事務局：商工観光課）

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

対　象　者　求職者

訓練期間　11 月６日（水）～７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　10 月２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

イベント

　佐賀県への移住者、移住希望者、

地域の皆さんを対象に、肥前浜宿で

のまち歩きや漬け蔵たぞうでの発酵

体験など、交流を楽しみながら佐賀

県の暮らしやすさ、魅力を再発見し

てもらうイベントを開催します。

と　　き　10 月５日（土）

　　　　　14 時 30 分～ 19 時

と　こ　ろ　ゲストハウスまる

参　加　費　無料（宿泊希望者は別途費用負担あり）

詳しくは　さが創生推進課移住支援室

　　　　　緯０９５２（２５）７３９３

と　　き　10 月 13 日（日）

と　こ　ろ　武雄嬉野カントリークラブ

参加資格　市民、市内に勤務する人

定　　員　先着 120 人

申込締切　９月 13 日（金）

参　加　費　3,000 円

そ　の　他　同伴者の指定可能

　　　　　４人１組の応募可能

申込・問合せ先　同大会事務局

　（佐賀西信用組合本店内）井手・小野

　緯０９５４（６３）２４１１

と　　き　９月４日（水）～８日（日）

　　　　　10 時～ 17 時　※８日は 16 時まで

と　こ　ろ　かたらい４階

　写　真　県展、県写真協会展、例会

　　　　　作品を中心に展示

　四郎窯　県展、国際陶磁展入賞作

　　　　　品、日用食器を展示

入　場　料　無料

※むつごろうフォートス会員募集中

詳しくは　むつごろうフォートス　岩永

　　　　　緯０９０（９４８５）７２５２

　児童・生徒が日ごろの学習成果を

発表します。ぜひ、お越しください。

と　　き　10 月５日（土）９時 30 分～

と　こ　ろ　うれしの特別支援学校

　　　　　（嬉野市塩田町）

内　　容　午前：ステージ発表

　　　　　午後：作業製品販売など

※台風等で順延する場合はＨＰでお知らせします

詳しくは　うれしの特別支援学校

　　　　　緯０９５４（６６）４９１１

狂かしま伝承芸能フェスティバル

　８日（日）13 時～祐徳稲荷神社

狂七浦秋祭り（戸口、鎮守、天子、宮崎神社）

　８日（日）午前中

狂西部中学校体育大会

　15 日（日）

狂市内小学校運動会

　22 日（日）古枝・鹿島・七浦・明倫

　29 日（日）能古見・浜・北鹿島

狂救世神社秋祭り

　23 日（祝）８時 30 分頃　救世神社ほか

相　談

　武雄調停協会では、弁護士や調停

委員による無料相談会を行います。

と　　き　９月 14 日（土）10 時～ 15 時

と　こ　ろ　武雄市文化会館２階大集会室Ｂ

相談内容　相続、遺産分割、借金問題、

　　　　　離婚、養育費、土地建物など

詳しくは　武雄調停協会

　　　　　緯０９５４（２２）２１５９

　司法書士、社会福祉士による無料

相談会を行います。

と　　き　９月７日（土）10 時～ 15 時

と　こ　ろ　アバンセ（佐賀市）

相談内容　成年後見、相続、遺言など

詳しくは　成年後見センター・

　　　　　リーガルサポート佐賀支部

　　　　　緯０９５２（２９）０６２６

　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　９月 18 日（水）

　　　　　10 月 16 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

　耳鼻科、整形外科の指定医師が身

体障害者手帳や補装具、医療に関す

る相談を受け付けます。

と　　き　10 月 18 日（金）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

申込期限　10 月 11 日（金）17 時まで

　　　　　※事前に予約が必要です

詳しくは　福祉課障がい福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

　『公証週間』（10 月１日～７日）に

合わせて、遺言の作成や金銭・土地

建物の貸借、老後の財産管理などの

無料相談会を開催します。

と　　き　10 月４日（金）９時～ 19 時

と　こ　ろ　佐賀公証人合同役場（佐賀市）

詳しくは　佐賀公証人合同役場

　　　　　緯０９５２（２２）４３８７

と　　き　９月 15 日（日）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀県労働会館３階（佐賀市）

相談内容　労働、借金、相続など

申込・問合せ先（要申込、電話での相談可）

　佐賀県労働者福祉協議会

　ライフサポートセンターさが

　緯０１２０（９３１）５３６

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

狂無料法律相談（市民優先）

　12 日（木）市役所５階

　受付 13 時～ 14 時（先着６人）13 時 30 分開始

　※行政相談と同時開催

　26 日（木）市役所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（市民優先）

　12 日（木）市役所５階

　受付 13 時～ 14 時 30 分　13 時開始

　総務課 緯（６３）２１１１

狂厚生年金・国民年金相談

　３・17 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

狂人権相談　かたらい３階健康相談室

　５日（木）10 時～ 15 時

狂土地・建物に関する無料相談所

　24 日（火）13 時 30 分～ 16 時 30 分

市役所５階第６会議室

　都市建設課 緯（６３）３４１５

狂鍼灸マッサージ無料健康相談

　15 日（日）10 時～ 14 時 30 分

保健センター（エイブル１階）

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）

　18 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

　24 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） 

　３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

狂納税相談（10 人程度） 　税務課

　18 日（水）９時～ 16 時

　要予約　税務課緯（６３）２１１８

狂オストメイト相談会・交流会

　毎週第２土曜日 10 時～ 12 時　かたらい３階小会議室

　日本オストミー協会佐賀支部　緯０８０（１７２１）０９０６

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）

　20 日（金）13 時～ 16 時　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　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

その他の相談

身体障害者更生相談所
巡回相談

無料調停相談会

弁護士による
無料法律相談会

成年後見の無料相談会
～高齢者と障がい者の相談会～

とうせん祭

その他のイベント

多重債務の
無料出張相談会

公証人による
遺言等無料相談会

情報掲示板 愚 イベント・相談
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　鹿島市観光協会　緯０９５４（６２）３９４２

　市商工観光課　　緯０９５４（６３）３４１２

　鹿島市観光協会　緯０９５４（６２）３９４２

　市商工観光課　　緯０９５４（６３）３４１２

詳しくは

第２２回

かしま伝承芸能
　フェスティバル

第２２回

かしま伝承芸能
　フェスティバル

第４回鹿島んよかもん市場
～カシマルシェ～

第４回鹿島んよかもん市場
～カシマルシェ～

同時
開催

　鹿島の特産品などを販売します。ぜひ、お立ち寄りください。

と　　き　９月８日（日）９時～ 16 時　※小雨決行

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社駐車場（祐徳グラウンド横）

イベント　・スタンプラリー抽選会　・紅白もちまき

　　　　　・和太鼓演奏　・書道パフォーマンス　など

　鹿島の特産品などを販売します。ぜひ、お立ち寄りください。

と　　き　９月８日（日）９時～ 16 時　※小雨決行

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社駐車場（祐徳グラウンド横）

イベント　・スタンプラリー抽選会　・紅白もちまき

　　　　　・和太鼓演奏　・書道パフォーマンス　など

　鹿島市地場産業振興協議会事務局

　（中村蒲鉾店内）　緯０９５４（６３）１１６１

　鹿島市地場産業振興協議会事務局

　（中村蒲鉾店内）　緯０９５４（６３）１１６１

詳しくは

フォトコンテスト

も開催！
フォトコンテスト

も開催！

お気に入りの一枚を写して、

ぜひご応募ください！
お気に入りの一枚を写して、

ぜひご応募ください！

　鹿島市は多くの伝承芸能が残り、現在もたくさん

の芸能が継承されています。

　今年は市内からの８団体をはじめ、市外から福岡

県の日向ひょっとこ踊愛好会、嬉野市の今寺区面浮

立保存会、佐賀大学の面浮立インスパイアードダン

スフィットネスの３団体が出演します。

　年に一度のフェスティバルが祐徳稲荷神社の荘厳

な境内をメイン会場、門前商店街を道行き会場とし

て行われ、より一層鹿島が盛り上がります。また、

当日は七浦秋祭り、鹿島んよかもん市場が同時開催

されます。ぜひ、お越しください。

　鹿島市は多くの伝承芸能が残り、現在もたくさん

の芸能が継承されています。

　今年は市内からの８団体をはじめ、市外から福岡

県の日向ひょっとこ踊愛好会、嬉野市の今寺区面浮

立保存会、佐賀大学の面浮立インスパイアードダン

スフィットネスの３団体が出演します。

　年に一度のフェスティバルが祐徳稲荷神社の荘厳

な境内をメイン会場、門前商店街を道行き会場とし

て行われ、より一層鹿島が盛り上がります。また、

当日は七浦秋祭り、鹿島んよかもん市場が同時開催

されます。ぜひ、お越しください。

と　　き　９月８日（日）13 時～ 17 時

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社
　　　　　および祐徳門前商店街
　　　　　　※雨天時祐徳稲荷神社参集殿

と　　き　９月８日（日）13 時～ 17 時

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社
　　　　　および祐徳門前商店街
　　　　　　※雨天時祐徳稲荷神社参集殿




