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　写真は今寺区面浮立（関連記事　２ページ）　写真は今寺区面浮立（関連記事　２ページ）

伝承芸能フェスティバル伝承芸能フェスティバル
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伝統を舞う伝統を舞う
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　９月８日、祐徳稲荷神社で『かしま伝承芸能フェス

ティバル』が開催されました。

　今年は市内８団体に加えて、福岡県の『日向ひょっ

とこ踊愛好会』や嬉野市の『今寺区面浮立保存会』、

佐賀市の『面浮立インスパイアード・ダンスフィット

ネス』が出演し、受け継がれた伝統の舞や踊りを披露

しました。夏を思わせるような厳しい残暑の中、会場

では、カメラ愛好家など県外からも多くの観客が訪れ、

地元ではなかなか見られない伝承芸能に大きな歓声が

あがっていました。

　出演した今寺区面浮立保存会会長の神近勝彦さんは

「舞台での披露は緊張したが、度胸がつきいい経験になっ

た」と話され、上古枝面浮立を披露した山口和博さんは

「この伝統を若い世代にしっかり繋いで、ずっと続いて

くれれば」と思いを語られました。

　福岡県からの夫婦で観覧に訪れた江藤さきよさんは

「日向ひょっとこ踊りが出るというのもあり初めて伝承

芸能フェスティバルを見にきた。本当にすべてすばらし

く、涙が出るくらい感動しました」と笑顔でした。

第２２回

かしま伝承芸能フェスティバル

応募締切　10 月４日（金）応募締切　10 月４日（金） 　商工観光課　緯０９５４（６３）３４１２詳しくは

フォトコンテスト開催！フォトコンテスト開催！ 伝承芸能フェスティバルの写真を受け付けています。
たくさんのご応募をお待ちしています！
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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64回九州吹奏楽コンクール

　開　催　日　８月 23 日（熊本県立劇場）

　【小学生の部】　

　　銅賞　鹿島小学校ファンタジーブラスバンド

皐九州中学校総合体育大会《水泳競技》

　開　催　日　８月５日（沖縄県奥武山総合運動場水泳プール）

　【男子 100ｍ平泳ぎ】　２位　森田　敏正（西部中３年）

皐全国中学校総合体育大会《水泳競技》

　開　催　日　８月 25 日（京都府京都アクアリーナ）

　【男子 100ｍ平泳ぎ】　７位　森田　敏正（西部中３年）

皐全日本卓球選手権大会県予選

　開　催　日　８月 12 日（基山町総合体育館）

　【カデット男子ダブルス】

　　３位　峰松　晃太郎（東部中１年）・竹下　倫大（東部中２年）

皐第８回ジュニア玉名杯九州少年少女レスリング選手権大会

　開　催　日　８月24～25日（熊本県玉名市桃田総合運動公園体育館）

　【小学１・２年生の部 22kg 級】　

　　優勝　清水　大雅（能古見小１年）

皐第34回佐賀新聞学童オリンピック大会

　柔道競技　開催日　９月１日（嬉野市中央体育館）

　【女子 31kg 以上】　優勝　大島　しおり（古枝小４年）

皐第40回佐賀県ジュニア水泳競技大会

　開　催　日　７月 27 日（県総合運動場水泳場）

　10 歳以下男子【100ｍ背泳ぎ】　優勝・【50ｍ背泳ぎ】　２位　

　　　　　　　　　　宮﨑　優斗（能古見小５年）

皐第42回全九州スイミングクラブ夏季水泳競技大会

　開　催　日　８月 31 日（長崎県佐世保市総合グラウンドプール）

　10 歳以下男子【50ｍ背泳ぎ】　３位　宮﨑　優斗（能古見小５年）

皐第34回全九州小学生バレーボール男女優勝大会

　開　催　日　８月22～24日（鹿児島県いちき串木野市総合体育館）

　【女子３位グループトーナメント戦】　

　　２位　明倫小ＪＶＣ（明倫小学校）

　９月２０日、茨城県で開催される『第７４回国民体育大会』の

壮行会が市役所で行われました。今年は、市内から県代表として

６選手が出場されます。皆さん応援よろしくお願いします。

選手団紹介　（監督３人・選手６人）

弓道成年男子監督　岩屋　洋太郎（エヌケーフーズ）

ソフトテニス少年女子監督　杉光　崇（嬉野高）

自転車成年男子監督　品川　啓司（佐賀県自転車競技連盟）

【レスリング成年男子】　中村　百次郎（うれしの特別支援学校）

【レスリング少年男子】　芹川　力亜（鹿島高）

【レスリング少年女子】　森田　珠海（鹿島高）

【ウェイトリフティング少年男子】　嶋江　大悟（有田工業高）

【ボウリング少年女子】　中島　望結（佐賀北高）

【水泳少年男子Ｂ】　森田　敏正（西部中）

国民体育大会開催日
９月 28 日（土）～ 10 月８日（火）

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

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

第７４回国民体育大会　鹿島市選手団
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秋を感じて酒を楽しむ街歩きイベント秋を感じて酒を楽しむ街歩きイベント

と　　き　10 月 27 日（日）９時～ 17 時

と　こ　ろ　肥前浜宿

煙鹿島＆嬉野の酒　角打ち　煙酔い音で乾杯！！Ｆｅｓ

煙海童保育園マーチング　煙浜小子どもガイド　煙和装体験

煙東部中吹奏楽部演奏　　煙 BMX（自転車）パフォーマンス　など

秋の蔵々まつり秋の蔵々まつり
鹿島の地酒と音楽に酔う

　肥前浜宿水とまちなみの会　緯０９５４（６９）８００４詳しくは

四イベントがたくさん！四
四イベントがたくさん！四

オレンジロード→［10 時頃］祐徳稲荷神社参道
　→浜宿（酒蔵通り）→［10 時 30 分頃］肥前浜駅

前　夜　祭
10 月 26 日（土）

世界の名車が浜宿を走る！

ドス・オリエンタレス（ヤヒロトモヒロ（Perc）、ウーゴ・ファトルーソ（key,Syn））、チコ（Vo）

時　　間　19 時～ 21時（18 時開場）　　と　こ　ろ　漬蔵たぞう
チケット　前売券3,000円／当日券3,500円（ワンドリンク＋おつまみ付）
販　売　店　漬蔵たぞう・ゲストハウスまる・肥前浜駅・エイブル・ピオ・鹿島市観光協会

HAMA蔵JAZZ Dos Orientales featuring CHIKO

　鹿島酒蔵ツーリズム『鹿島はしご酒』は、鹿島の秋の味覚と

旨いお酒をはしご酒で楽しむイベントです。

　市内外の蔵元と市内の飲食店がタッグを組んで、皆さんの来

場をお待ちしています！蔵元とお店の詳しい情報は事務局に問

い合わせいただくか、または鹿島酒蔵ツーリズムホームページ

をご覧ください。　　　　　　【お酒は二十歳になってから】

　と　　き　10 月６日（日）16時～ 21 時

　と　こ　ろ　中心市街地内の飲食店

　

　　　　　　前売券 1,300 円（当日券 1,500 円）

　　　先着400人にオリジナルお猪口プレゼント！

鹿島はしご酒鹿島はしご酒
鹿島酒蔵ツーリズム娯

　イベント事務局（鹿島市観光協会）

　緯０９５４（６２）３９４２

詳しくは

チケット（１０枚綴り）販売中！チケット（１０枚綴り）販売中！

はしご酒　　蔵々まつりはしご酒　　蔵々まつりと
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　今年で第５１回を迎える鹿島市文化祭は、伝統をいしずえに知識と教養を深め、花と緑を愛して感謝と思いやり

の心を育み、清新な文化と活力あるまちを目指しています。私ども会員１,０００人が文化活動の成果を発表・展示

します。皆さんお誘い合わせの上、お越しください。

鹿島市文化祭のご案内鹿島市文化祭のご案内 11月１日（金）～４日（振休）

　鹿島市文化連盟事務局　緯０９５４（６９）１１０１
　　　　　　　　　　　　緯０９５４（６３）２７３６（担当　松尾英樹）

詳しくは

鹿島市文化連盟からのお知らせ
　例年、市民会館で催されていた日本舞踊など、建て替えに伴い場所が一部変更されます。

　詳しくは上記の文化祭日程をご覧ください。

　　日本舞踊　エイブルホール　《鹿島日本舞踊協会・日本舞踊藤松会》

　　華　道　展　ピオ１階　　　　《華道展（小原流・池坊）》

と　こ　ろ

エイブルホール　２階

11 月１日（金） 11 月２日（土） 11 月３日（祝）

10 時

煙開会式

10 時 45 分

煙アトラクション

　（日本舞踊）

　・藤間松娘

　・藤間寿賀清

　・藤間寿華右

　・若柳義恵

　・藤間智賀穂

13時

煙鹿島カラオケ愛好会

14 時 30 分

煙民謡平成会鹿島

10 時

煙鹿島モアナ

　・ハワイアンズ

　（演奏・歌）

11 時

煙フラ・Hau'oli

　（ダンス）

11 時 30 分

煙鹿島吟友会（吟詠）

13時

煙アンサンブル・弦

　（ギター＆マンドリン

　　　　＆ハーモニカ）

13 時 40 分

煙岳精会（吟詠）

14時

煙萩居会（日舞）

14時 45 分

煙若柳流東会（日舞）

10 時

煙不知火太鼓

11 時 30 分

煙長唄祥寿会

　（三味線）

13時

煙花みずき

煙鹿島ブルースカイ

　（大正琴）

13 時 45 分

煙鹿島日本舞踊協会

15 時 30 分

煙女声コーラスさくら

煙フロッグコーラス

煙エルマーナ（コーラス）

煙鹿島混声合唱団

煙ＣＦフルートクラブ

10 時

煙長唄碧洲会

　（三味線）

10 時 50 分　　

煙佐賀岳誠会

　（吟詠）　

11 時 30 分

煙吟剣詩舞一葉会

　（詩舞・さわやか作業所）

13 時

煙筝曲雛菊会

13 時 40 分

煙日本舞踊藤松会

11 月４日（振休）

エントランスロビー　１階 小中学生作品展、菊花展

ホール前会場　２階
菊花展（盆栽菊）、短歌、川柳、俳句

栢川柳定例会　11 月９日（土）13時～ 16 時 30 分　かたらい小会議室（見学可能）※展示はありません

音楽スタジオ　２階 鹿　島　錦　展

和室（茶室）　２階

交流プラザ　　２階 写　真　展（むつごろうフォートス）

生活工房　　　３階 書道展（書の会・猶與書道）

研修室Ａ・Ｂ　３階 美術・陶芸作品展

裏千家（茶道） 皇風煎茶禮式（茶道） 表千家（茶道）

ピ　オ　　　　　　１階 華道展（小原流・池坊）

吉田能舞台 謡曲　10 時～ 17 時

エ
イ
ブ
ル
会
場
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怯幼稚園

　学校教育法に基づく『教育施設

（学校）』であり、小学校以降の教

育の基礎をつくるために幼児期の教

育を行います。

怯認定こども園

　教育・保育を一体的に行う施設で、

いわば幼稚園と保育所の両方の良さ

をあわせ持つところです。

　幼稚園と保育所・認定こども園は、子どもの集団生活の第一歩

として、それぞれに役割を持って子どもを受け入れています。
　福祉課社会福祉係

　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは

～子どもの集団生活の第一歩～

『幼稚園』『保育所』『認定こども園』ってどんなところ？

怯保育所

　児童福祉法に基づく『福祉施設』

であり、家庭で保育ができない保護

者に代わって保育を行います。

※保育所は来月号で紹介します

怯保育所・認定こども園（保育）
胸支給認定区分　２号認定・３号認定

胸入園対象　０～５歳

胸利用時間　おおむね８時間
　　　　　　延長保育を行っています

胸利用できる保護者
　就労などのため家庭で保育ができない保護者

胸申　込　先　福祉課

胸令和２年度申込時期
　継続利用：11月　　新規利用：12月
　※来月号の市報をご覧ください

怯幼稚園・認定こども園（教育）
胸支給認定区分　１号認定

胸入園対象　３～５歳

胸利用時間　おおむね４時間
　　　　　　教育時間外や夏休みなどの長期休
　　　　　　業中の預かり保育を行っています

胸利用できる保護者
　制限なし

胸申　込　先　各施設

胸令和２年度申込時期
　各施設へお問い合わせください

胸保育料　幼稚園、保育所、認定こども園（教育・保育）ともに保護者の所得（市民税額）に
　　　　　応じて市が定めます。また、保育料のほかに、各施設により教材費や給食費などの
　　　　　実費負担がかかることがあります。

所　　在　中牟田

保育時間（０～５歳児）

　７時～ 19 時

教育時間（３～５歳児）

　９時 45分～ 14時 15 分

※預かり保育時間

　７時～ 19 時

入園説明会

　10月16日（水）・19日（土）

園内見学

　いつでもできます

　未就園児親子登園日

　（毎週水曜日）

幼保連携型認定こども園　明朗幼稚園

緯０９５４（６２）３６４５

所　　在　執行分

教育時間

　９時～ 15 時

※預かり保育時間

　８時～ 17 時 30 分

　（相談により個別対応可）

未就園児活動

はっぴーえんじぇるくらぶ

　毎週木曜日

園内見学

　いつでもできます

鹿島カトリック幼稚園

緯０９５４（６２）３０５２

http://meirougaku80.livedoor.blog/

検索明朗幼稚園を語ろう
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（※１）（※２）・・子ども・子育て支援新制度に移行している園としていない園があります。鹿島カトリック幼稚園は新制度移行園です。
（※３）　・・・・・病児・病後児保育、ファミリーサポートセンターも含まれます。
（※４）　・・・・・３歳になった日から最初の３月 31日までにある市民税非課税世帯の子どもは、月額 16,300 円まで無償です。

無償保育所（２号）

手続き不要

保育料に含まれていた副食費（おかず代）を

引続きご負担いただきます。納付額、納付方

法などは各園におたずねください。

無償無償
幼稚園（１号）

《新制度移行園（※１）》
手続き不要

幼稚園（１号）

《新制度未移行園（※２）》
新たな申請が必要

利用する園または福祉課へご確認ください。

無償

（上限 25,700 円）

無償

（上限 25,700 円）

無償無償認定こども園（１号・２号） 手続き不要

預かり保育

（幼稚園、認定こども園の利用者）
新たな申請が必要

利用する施設または福祉課へご確認ください。

幼稚園の利用に加え月額

11,300 円まで無償（※４）
対象外

認可外保育所など（※３）

（保育所、認定こども園などを利用していない場合）
新たな申請が必要

利用する施設または福祉課へご確認ください。
対象外

無償

（上限 37,000 円）

無償　※保育所、認定こども園などを併用した場合も含む障害児通所施設（すこやか教室など） 手続き不要

保育の必要性の認定を受けていない子ども

【専業主婦（夫）世帯など】

保育の必要性の認定を受けた子ども

【共働き世帯など】
備考区分

恭３歳～５歳児

保育の必要性の認定を受けていない子ども

【専業主婦（夫）世帯など】

保育の必要性の認定を受けた子ども

【共働き世帯など】
備考区分

無償－保育所（３号） 手続き不要

無償－認定こども園（３号） 手続き不要

認可外保育所など

（保育所、認定こども園などを利用していない場合）
新たな申請が必要

利用する施設または福祉課へご確認ください。
対象外

無償

（上限 42,000 円）

障害児通所施設（すこやか教室など） 無償
無償

※保育所、認定こども園などを併用した場合も含む
手続き不要

恭住民税非課税世帯の０歳～２歳児

標準時間認定区分 短時間認定 支給認定期間

120 時間以上／月の就労就労 64時間以上 120 時間未満／月の就労 就労期間

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

120 時間以上／月の就学就学 120 時間未満／月の就学 就学期間

医療機関の証明による疾病 医療機関の証明による 治療期間

障がいの内容による障がい 障がいの内容による 必要と認められる期間

○妊娠・出産 － 出産月と前後２カ月（最大5カ月間）

○災害復旧 － 復旧期間

○虐待またはＤＶ － 必要と認められる期間

－求職活動 ○ 最大３カ月間

－育児休業取得時（※） ○ 育児休業が終了する月まで

（※）・・育児休業取得以前に就労等を理由に在園している児童に限る。

恭保育の必要性の認定理由一覧〔参考〕

　福祉課社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

１０月１日から幼児教育・保育の無償化がはじまります

　幼稚園・保育所・認定こども園などを利用する３歳から５歳までのすべての子ども、また、０歳から２歳まで

の住民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化されます。利用されているサービスによっては、事前に『保育の

必要性の認定』を受けていないと無償化の対象となりませんのでご注意ください。
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　１０月から年金生活者支援給付金制度がはじまります。年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が

一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請

求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）で行います。

お
知
ら
せ

　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７詳しくは

年金生活者支援給付金制度がはじまります

対　　象　以下の要件をすべて満たしている人

　老齢基礎年金を受給している人

　潤65歳以上

　潤世帯員全員が市町村民税非課税

　潤年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下

　障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人

　前年の所得額が約462万円以下

請求手続き

興平成31年４月１日以前から年金を受給している人

　対象となる人には、日本年金機構から請求手続き

　のご案内が９月上旬から順次届きます。同封のは

　がき（年金生活者支援給付金請求書）を記入し、

　提出してください。

興平成31年４月２日以降に年金を受給しはじめた人

　年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区

　町村で手続きをしてください。

日本年金機構や厚生労働省から口座番号をお聞きし

たり、手数料などの金銭を求めることはありません。

日本年金機構や厚生労働省を装った

　　不審な電話や案内にご注意ください！

日本年金機構や厚生労働省を装った

　　不審な電話や案内にご注意ください！ 請求手続きなどでお困りになったときには、お電話ください。

専用ダイヤル　緯０５７０（０５）４０９２【ナビダイヤル】

検索年金給付金

　所得の少ない人や小さな乳幼児のいる子育て世帯を対象に１０月から使えるプレミアム付商品券を販売します。

　今回のプレミアム付商品券は、１冊5,000円分（500円×10枚）の商品券を4,000円で購入できます。

①令和元年度（平成 31 年度）の住民税が課税されていない人

　※住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護者等は対象外

　購入限度　５冊（２０,０００円（２５,０００円分））

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

　※６月１日、７月 31 日、９月 30日時点に鹿島市に住民登録があること

　購入限度　５冊（２０,０００円（２５,０００円分））×３歳未満児数

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

販売期間　10 月１日（火）～令和２年２月 28日（金）

販売窓口　鹿島市内郵便局（鹿島西牟田簡易郵便局を除く）

　　　　　９時～ 17 時　※土・日・祝日を除く

　商品券の購入時には代金の他に購入引換券と身分

証明書が必要です。購入引換券は対象者へ９月下旬

から随時お送りしています。
※購入対象者①は申請をされた人のみお送りしています。

恭商品券の販売期間恭商品券の販売期間

使用期間　10 月１日（火）～令和２年３月 31日（火）

　商品券は、スーパーマーケット、コンビニエンス

ストア、ドラッグストア、飲食店などの市内の取扱

店舗等で使用できます。詳細は、購入引換券に同封

している取扱店舗一覧表をご覧ください。

恭商品券の使用期間恭商品券の使用期間

お
知
ら
せ

鹿島市プレミアム付商品券を販売します

　商工観光課商工労政係

　緯０９５４（６３）３４１２

詳しくは
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　本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍などを、本人の代理人や第三者など本人以外の者に交付したときに、事

前に登録した本人に交付の事実を通知し、本人以外の者による不正請求を抑止し個人の権利の侵害を防止するため

の制度です。通知を希望する人は、事前に登録申し込みが必要です。

お
知
ら
せ

　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７詳しくは

『本人通知制度』を実施しています

受付場所　市役所１階市民課

通知する内容

　潤証明書を交付した年月日

　潤証明書の種別・枚数

　潤交付請求者（代理人・第三者）の区別

　※ただし、交付請求者の氏名、住所は通知しません

通知の対象となる証明書

　潤住民票の写し（除票・改製原住民票を含む）

　潤住民票記載事項証明書

　潤戸籍（除籍・改製原戸籍を含む）

　潤戸籍の附票（除附票・改製原附票を含む）

登録できる人　鹿島市に住民票または戸籍がある人

　　　　　　　（除籍された人など、鹿島市の戸籍に記載されている人を含む）

　　　　　　　※同一世帯・戸籍であっても個人単位の申し込み

登録に必要なもの

　潤事前登録申込書（市民課または市ホームページにあります）

　潤本人確認書類（運転免許証やパスポート、

　　　　　　　　　　マイナンバーカードなど）

　潤委任状（代理人の場合のみ）

　潤戸籍（未成年者の場合のみ）

　※未成年者は、親権者が申し込むことができますが、関係のわか

　　る戸籍が必要です（本籍が鹿島市の場合、省略可）

　２年間の研修で農業経営やとまと・きゅうり栽培のノウハウを習得でき、専任講師と生産部会が研修をサポート

します。農業に対する強い意志と意欲のある新規就農希望者や農業後継者で、研修終了後も引き続きみどり地区管

内に居住し、就農できる人を対象に募集します。

お
知
ら
せ

みどり地区『とまと』『きゅうり』トレーニングファーム

令和２年度農業研修生募集

研修期間　令和２年５月～令和４年６月（２年間）

『とまと』トレーニングファーム

　研修場所　とまと研修ハウス（鹿島市）

　募集人員　２組　　募集締切：11 月 29 日（金）

『きゅうり』トレーニングファーム

　研修場所　きゅうり研修ハウス（武雄市）

　募集人員　３組　　募集締切：10 月 31 日（木）
　佐賀県農業協同組合みどり地区園芸部

　緯０９５４（６２）２１４５

詳しくは

対　　象　おおむね 50 歳未満

就　農　先　佐賀県農業協同組合みどり地区管内

　　　　　鹿島市、武雄市、嬉野市、大町町、江北町、太良町

栢 11 月２日（土）・３日（祝）に現地体験

　を予定しています（要事前申込）

　鹿島市地場産業振興協議会では、市内で生産される加工品、農水産物、伝統工芸品等を、お火たき神事に合わせ

て開催される『第４８回鹿島市特産品まつり』でＰＲ・販売するチャレンジブースの出店者を募集します。

お
知
ら
せ
『鹿島市特産品まつり』チャレンジブース出店者募集！

『鹿島市特産品まつり』開催日程

と　き　12 月７日（土）～８日（日）９時～ 16時

　　　　※８日（日）のみ 22 時まで

ところ　祐徳稲荷神社参集殿

対　　象　市内で製造、生産される商品を扱う法人

　　　　　および個人事業主

定　　員　10 事業者程度（事前審査あり）

　　　　　※小間（180 ㎝×90 ㎝）

出　展　料　5,000 円（電気使用の場合、別途 1,500 円）

募集締切　10 月 15 日（火）
　協議会事務局（中村蒲鉾店内）

　緯０９５４（６２）１１６１

詳しくは
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１０月７日（月）～１３日（日）は行政相談週間です
　登記、道路、年金、福祉など、行政に関する相談をお受けします。

　お気軽にご利用ください。※相談無料、秘密は厳守します

　と　　き　10 月３日（木）10 時～ 15 時

　と　こ　ろ　鹿島市役所５階大会議室

お
知
ら
せ

～困ったら　一人で悩まず　行政相談～

特設行政相談所を開設します

参加予定機関・団体
鹿島市、福岡財務支局、武雄年金事務所、佐賀県司法書士会、

九州北部税理士会武雄支部、人権擁護委員、民生・児童委員、

行政相談委員、佐賀行政相談センター

　総務省佐賀行政相談センター

　緯０９５２（２２）２６５１

詳しくは

動物の遺棄や傷つける行為は法律違反です！
　犬や猫、ウサギ、インコ、爬虫類などのペット（愛護動物）

を迎えるときは『終生飼育の義務』があります。

 飼えなくなったといって遺棄（捨てる）することは〔動物愛

護及び管理に関する法律〕違反となり、最大２００万円以下の

罰金または２年以下の懲役になります。飼えなくなった場合は、

新しい飼い主を探すなど、責任を持って育てましょう。

　ペット以外にも魚類のブルーギルや

植物のオオキンケイギクに代表される

特定外来生物は、生態系に影響を及ぼ

す恐れがあるため、野外に放つことや

栽培することが〔外来生物法〕により

原則禁止されています。

　違反した場合は個人で最大３００万

円以下の罰金または３年以下の懲役と

なる場合があります。

　九州地方環境事務所

　緯０９６（３２２）２４１３

詳しくは

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　６５歳になる皆さんが一堂に会し、自己の生き甲斐を新たな気持ちで見つめ、その門出を祝う記念行事として、

第２８回『６５歳　盛年の集い』を開催します。ただ今、実行委員３１人を中心に楽しい会になるよう内容を検討

中です。皆さんのご参加をお待ちしています。

と　　き　12 月８日（日）13 時 30 分～

と　こ　ろ　エイブルホール

内　　容　式典、記念講演、アトラクション　など

対　象　者　昭和 29 年４月２日から昭和 30 年４月１日まで

　　　　　に生まれた人で、次のいずれかに該当する人

　煙鹿島市に住民登録している人（開催案内を送付中です）

　煙過去に市内に居住していた人　煙その他出席を希望する人

お
知
ら
せ

『６５歳 　盛年の集い』を開催します

　生涯学習課社会教育・文化係

　緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは
偶盛年の集い実行委員の皆さん偶盛年の集い実行委員の皆さん
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　平成２４年度に設置の水道メーターを検定期間満了のため取り替えます。『鹿島市指定の水道工事店』が次の日

程で、取り替えに伺いますので、ご協力をお願いします。なお、取り替えに伺うお宅には事前に水道工事店より連

絡があります。（取り替え費用はかかりません）

お
知
ら
せ

　水道課管理係

　緯０９５４（６２）３７１８

詳しくは

水道メーターを取り替えます

取替日程　潤偶数月に水道料請求の人：10 月中

　　　　　潤奇数月に水道料請求の人：11 月中

対　　象　検針時にお渡ししている『使用水量等のお知ら

　　　　　せ』のメーター番号が『２４』から始まる人

　　　　　《例》２４－１２３、２４－１２３４など

※水道を中止している人は、平成２４年度のメーターでも

　取り替えの対象外となる場合があります。

　右の表のとおり一定面積以上の土地について売買など

の取引をした場合には、国土利用計画法により、契約締

結日を含め２週間以内に、買主が土地の利用目的および

取引価格等を届け出なければなりません。

　県では、その利用目的が公表されている土地利用に関

する計画に適合しているかなどを審査し、場合によって

は利用目的の変更を勧告することがあります。

　届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰則が科せ

られることがあります。

お
知
ら
せ

１０月は『土地月間』です
一定面積以上の土地の売買などには届出が必要です

届出義務者　買主

届出の時期　契約締結日を含め２週間以内

届　出　先　土地の所在する市町村

罰　　　則　６カ月以下の懲役

　　　　　　　または100万円以下の罰金

　県土地対策課　緯０９５２（２５）７０３４　　企画財政課企画係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

市街化区域　　　　　　　　　　02,000㎡以上

市街化区域以外の都市計画区域　05,000㎡以上

都市計画区域以外の区域　　　　10,000㎡以上

お
知
ら
せ

遊休農地の利用意向調査にご協力をお願いします

〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３番地１　鹿島市役所２階

　　　　　　　　　　農業委員会事務局　緯０９５４（６３）３４１７

申請・問合せ先

　７月から８月にかけて行った農地パトロール（利用状況調査）

へのご協力ありがとうございました。この調査で新たに遊休農地

と判断された農地の持ち主には調査票を郵送します。

　回答は選択肢から番号を選んで記入していただき返信用封筒で

返送してください。ご協力よろしくお願いします。

遊休農地の利用意向調査とは

　農地法第３２条第１項の規定に基づいて行

う『利用意向調査』で、今後遊休農地から荒

廃農地へ進む前に農地をどのように利用され

るかの意向をお伺いする調査です。

恭自衛隊採用試験の案内　　　　【募集種目】　陸上自衛隊高等工科学校生徒 ・自衛官候補生

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

推　薦 男子で中卒（見込含む）
17 歳未満

受験資格 受付期間

陸上自衛隊高等工科学校生徒

募集種目

一　般

11 月１日（金）～ 29 日（金）

11 月１日（金）～令和２年１月６日（月）

自衛官候補生 18 歳以上 33 歳未満 年間通じて募集
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　薬局では、どこの医療機関からの処方せんでも受け付けています。病院近くの薬局でお薬を受け取っても構いま

せんが、気軽に相談できるあなたの『かかりつけ薬剤師・薬局』をもってはいかがですか。『３つのポイント』で

お気に入りの薬剤師・薬局を決めて、お薬のことや健康のことを何でも相談してみましょう！

お
知
ら
せ

　佐賀県薬剤師会

　緯０９５２（２３）８９３１

　後期高齢者医療広域連合

　緯０９５２（６４）８４７６

詳しくは

かかりつけ薬剤師・薬局はあなたの健康をサポートします

普段から利用する薬局を
“かかりつけ薬局”として決めておきましょう
　あなたが使用するお薬をひとつの薬局が管理するこ

とで、複数の医療機関から同じお薬が出されることを

防ぐことができたり、注意を要する飲み合わせの

チェックができます。

“かかりつけ薬剤師・薬局”を活用しましょう
　あなたのお薬の記録を長期にわたり保存し、お薬を

安全・安心に使用できるよう適切なアドバイスをしま

す。また、在宅で療養中の人にも、自宅などに伺い、

お薬に関するサポートやアドバイスを行います。

なんでも相談できる
　　“かかりつけ薬剤師”を探しましょう
　病院からのお薬だけでなく、健康に関することなど

何でも気軽に相談できるお気に入りの薬剤師を探して

みましょう。

※参加を希望する人は、参加費を添えて

　申し込みをお願いします。

お
知
ら
せ

スポーツライフ・鹿島からのお知らせ

恭ミニバレーボール大会

　と　　き　11 月３日（祝）　開　会　式　８時 30 分

　　　　　　　　　　　　　　競技開始　９時

　と　こ　ろ　市民体育館・鹿島小学校体育館

　内　　容　９人制

　参　加　費　2,000 円／１チーム

　そ　の　他　地区、職場、仲間同士で参加自由。

　　　　　　年齢制限なし。※ただし、小中高生は不可

　申込期限　10 月 27 日（日）

恭アーチェリー体験教室

　と　　き　11 月 16 日（土）～ 12 月 21 日（土）

　　　　　　９時 30 分～ 11時 30 分

　と　こ　ろ　古枝林業体育館

　対　　象　小学１年生～一般

　定　　員　20 人

　参　加　費　2,000 円／１人

　申込期限　11 月 10 日（日）

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

　稲わらの焼却は、交通障害や地域住民の煙害に対する苦情の要因にもなります。稲わらは燃やさず、地力維持の

ため“すき込み”などを行い有機物として水田に還元しましょう。

お
知
ら
せ

稲わらは焼却せず有効活用を！

稲わらすき込みのメリット

　煙有効な微生物が多くなるなど、地力が高まり生産

　　が安定する

　煙土壌が軟らかくなり、耕うん作業が容易になる

　煙土壌の養分が高まり、肥料の削減が期待できる

稲わらを上手にすき込むポイント

　煙カッターを『長』に切り替え、１５センチ以上に

　　カットする

　煙すき込みが浅いとわらの密度が高くなるため、通

　　常より深く耕して多量の土と混ぜる　

　農林水産課農政係　　緯０９５４（６３）３４１３

　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは



１３広報かしま　Ｒ1（2019）.10.1

情報掲示板ワイド

　佐賀県市町村振興協会　緯０９５２（２５）１９１３詳しくは

　今年のハロウィンジャンボ宝くじの賞金は、１等・前後賞合わせて５億円です。ハロウィンジャンボミニ

３千万円も同時発売です。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。

ハロウィンジャンボ宝くじ１等・前後賞合わせて５億円！

発売期間 　１０月１８日（金）まで　　抽選日 　１０月３０日（水）

興ライト点灯運動実施期間興
10 月１日～ 12 月 31 日

　秋から年末にかけての夕暮れ時は、児童・生徒の下校、会社帰り、買い物等で人と車の動きが活発になる時間と、

日没でドライバーから歩行者が見えにくくなる時間が重なることから、交通事故が増加する傾向にあります。車が

早めにライト（前照灯）を点灯すれば、お互いを早く発見しやすくなり、交通事故防止につながります。

　刺早めにライト（前照灯）を点灯する。※17時点灯を推奨

　刺歩行者、自転車利用者は反射材用品を身に付ける。

　刺前照灯は原則上向き（ハイビーム）で、上向き下向きをこまめに切り替える。

　総務課防災係　緯０９５４（６３）２１１２詳しくは

お
知
ら
せ

夕暮れどきの早めのライト点灯運動実施中！

お
知
ら
せ

消費税の軽減税率制度について

　１０月１日から、消費税お

よび地方消費税の税率が８％

から１０％に引き上げられる

と同時に、消費税の軽減税率

制度が実施されます。

　軽減税率（８％）の対象品目

　・酒類、外食を除く飲食料品

　・週 2回以上発行される新聞
　　（定期購読契約に基づくもの）

　商工観光課商工労政係

　緯０９５４（６３）３４１２

詳しくは
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日曜・祝日および１月１日～３日
（９時～１７時）

鹿島市休日こどもクリニック

（高津原）

緯０９５４（６３）１８３８

毎日
（１９時～２１時）

武雄地区休日急患センター

（武雄市武雄町大字昭和300）

緯０９５４（２２）５５９９

水曜日（１月１日～３日を除く）
（１９時～２１時）

鹿島時間外こどもクリニック

（高津原：鹿島市休日こどもクリニック内）

緯０９５４（６３）１８３８

※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6月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成30年3月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成28年3月生まれ）

30 日（水）

31 日（木）

10 日（木）

13時10分～13時30分

持参品　母子健康手帳、アンケート
内　容　身体測定、育児相談、小児科医の診察

持参品　母子健康手帳、問診票、アンケート
内　容　身体測定、育児相談、歯科・小児科医の診察
　　　　フッ化物塗布（希望者のみ）　

持参品　母子健康手帳、問診票、尿、アンケート
内　容　身体測定、育児相談、尿・目・耳の検査、
　　　　歯科・耳鼻科・小児科医の診察、フッ化物塗布（希望者のみ）

備考受付時間開催日行事名

場所：保健センター（エイブル１階）

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

日 在宅当番医 所在地
中村医院　　　　　緯０９５４（６３）９２３４
うれしのふくだクリニック　緯０９５４（４２）１２１１
田代医院　　　　　緯０９５４（６７）２１２０
稗田産婦人科　　　緯０９５４（６３）３３０９
森医院　　　　　　緯０９５４（４３）０７２５

8日
1日

15日
22日
29日

鹿島市
嬉野市
太良町
鹿島市
嬉野市

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 2・9・16・30 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 17 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 8 月生まれ

赤ちゃん相談 16 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） １日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・試食等
対　象　5・6 か月児の保護者

幼児食教室 ８日（火） 10時～10時30分
内　容　調理実習・試食等
対　象　1 歳６か月～就学前の児と保護者　※要予約

成人健康相談 ２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 31 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 10 月生まれ（希望者のみ）

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

く ら し
の カレンダーカレンダー10月

October
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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

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

5 日（土）
6 日（日）

12 日（土）
13 日（日）
14 日（祝）
19 日（土）
20 日（日）
22 日（火）
26 日（土）
27 日（日）

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
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

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

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
犬塚病院　緯（６３）２５３８６日（日） アルバ薬局
納富病院　緯（６３）１１１７13 日（日） アルナ薬局鹿島店
西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０14 日（祝） 前山薬局
森田医院　緯（６３）３９５６20 日（日） おおぞら薬局
薬師寺医院　緯（６３）５２８１22 日（火） アルナ薬局浜町店

令和元年８月３１日現在

鹿島市

－ 11 人能古見

浜

北鹿島

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

29,068

13,730

3,408

2,956

2,757

3,462

2,755

13,729

15,339

10,808

5,416

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

3 人 4 世帯

－ 8 人 3 世帯

1,151 世帯 5 世帯

1,012 世帯

1,256 世帯

1,025 世帯

948 世帯

8 人

2 人

9 人

3 人

6 人

3 人

3 世帯

5 世帯

－ 1 世帯

3 世帯

－

－

－

市役所
保健センター

5・12・19・26 日（土）、
6・13・20・27 日（日）、
14 日（祝）、22 日（火）

休館日はありません

1・8・15・22・29 日（火）、
14 日（祝）

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

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）

1 日（火）～ 4 日（金）、
7・21・28 日（月）、
15 日（火）、23 日（水）、31 日（木）

7・21・28 日（月）、
15 日（火）、23 日（水）

中村医院　緯（６３）９２３４27 日（日） 祐信堂薬局

1・8・15・29 日（火）、
23 日（水）

7・21・28 日（月）、15 日（火）

怯ひろばの集い

27 日（日）
　『みんなでＷＡになって
　　　　　　　　　　あそぼう！ day♪』
　寝相アートもあるよ！

時　間　13 時～ 14 時（予定）

場　所　かたらい４階多目的室

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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　鹿島市子育て支援センター

　緯０９５４（６３）０８７４

詳しくは

　子育て支援センター『わ・わ・わぽっと』は、さまざまな人たちと子育て家庭をつなく“架け橋”として開設

し５周年を迎えます。たくさんのかわいい笑顔と元気な声、そしてママたちの温かさに包まれた日々に感謝して

『ふぁみりー・ふぇすた』を開催します。みんなで遊びに来てください。

鹿島市子育て支援センター 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

わ・わ・わぽっと５周年記念

ふぁみりー・ふぇすたふぁみりー・ふぇすた

・・・・・・・・・　内　　容　・・・・・・・・・

10 時～　　　　受付開始

10 時～ 12 時　記念講演

　　　　　　　『心がかぜをひくとき“安心感”と自立』

　　　　　　　　講師　吉村春生さん（臨床心理士）

12 時～ 13 時　食改協によるおにぎり作り体験

13 時～ 14 時　ひろばのつどい（寝相アートもあるよ）

15 時～ 16 時　ママちゃんズによるミニ幸せゆずり会

15 時 30 分～　ゆめマジックショー

16 時～　　　　図書館によるおはなし会

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

対　　象　就学前の子どもとその保護者・小学生

栢キッズゾーンでの“チャレンジ５”やふれあいひろば

　での“わくわく遊びダンボール迷路”も同時開催！

　楽しいあそびのブースも盛りだくさんです。

恭ロコモ予防運動ボランティア養成講座

と　　き　11 月 11 日～令和２年２月 10 日

　　　　　（毎週月曜日）13 時 30 分～ 15 時

※12 月 23・30 日、１月６日、祝日を除く

と　こ　ろ　臥竜ヶ岡体育館

内　　容　ストレッチ、リズムダンス、

　　　　　運動ボランティアの勉強　など

対　　象　おおむね 40 歳以上

参　加　費　無料

持　参　品　タオル、動ける服装、

　　　　　体育館シューズ、飲み物　など

恭かしまオレンジカフェ（認知症カフェ・介護者のつどい）

　認知症の人もそうでない人も、介護をしている人もしていない

人も気軽に立ち寄って、ほっとひといき楽しくお茶でもしません

か。今回は『認知症の主な症状、治療と流れ』についてのお話と

“一輪挿し”の創作活動を行います。

　と　　き　10 月 16 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

　いつまでもおいしく、楽しく、食事摂取は健康の基本です。

　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。

10 月 30 日（水）　ロコモ予防～骨と筋肉を強くする食事～

11 月 27 日（水）　認知症予防～脳の血流をよくする油について～

時　　間　11 時～ 13 時 30 分

と　こ　ろ　エイブル２階調理室　　　定　　員　先着 15 人　　　

対　　象　おおむね 40 歳以上の人　　　　持　参　品　エプロン、三角巾、

参　加　費　500 円（材料費、教材費含む）　　　　　　　　筆記用具

　地域包括支援センター　緯０９５４（６３）２１６０詳しくは

地域包括支援センターからのお知らせ

恭音楽サロンで楽しく介護予防♪

　歌って、聴いて、演奏して、楽しく介護

予防をしませんか。脳の活性化や心肺機能

の向上を目指しましょう。

と　　き　11 月 14・28 日、12 月 12・26 日、

　　　　　令和２年１月 16 日・30 日、

　　　　　２月 13・27 日、３月 12・26 日

　　　　　（木曜日）14 時～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

定　　員　先着 50 人

対　　象　おおむね 65 歳以上

参　加　費　無料
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介護のしごと説明会ｉｎ鹿島市

　介護の仕事に興味のある人を対象に、市内の介護事業所
との就職面談会を開催します。ぜひ、ご参加ください。

と　　き　11 月９日（土）　※受付 13 時～ 15 時

 　　　　　面談 13 時 30 分～ 16 時

と　こ　ろ　市民交流プラザ『かたらい』３階大会議室

対　　象　介護の仕事に興味のある人、

　　　　　　来春卒業予定の学生およびその保護者

　　　　　※資格の有無は問いません

参加費
無料

主催　鹿島市

共催　ハローワーク鹿島・鹿島商工会議所・鹿島市社会福祉協議会 　保険健康課

　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

予約不要

栢参加事業所は市のホームページをご覧ください

　旧市民会館は、解体工事に伴い

周囲に仮囲いを設置し、現在は、

庭木の伐採や旧消防団本部車庫な

どの解体を進めているところです。

しかし、解体工事現場付近の道路

や構内通路への路上駐車が多く、

歩行者、自転車の通行に対する安

全の確保が非常に難しい状態に

なっています。

　ご迷惑をおかけしますが、自動

車で市役所、エイブルにお越しの

際は、必ず駐車スペースのご利用

をお願いします。

　総務課総務係　緯０９５４（６３）２１１１詳しくは

怯解体工事の状況怯解体工事の状況

寓仮囲いの設置 寓旧消防団本部車庫の解体

怯自動車の駐車はご遠慮ください（囲み箇所）　　※解体工事現場付近道路・通路怯自動車の駐車はご遠慮ください（囲み箇所）　　※解体工事現場付近道路・通路

寓庁舎前駐車場 寓エイブル南側道路 寓新世紀センター通路

新たな市民会館建設事業について
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　８月２７日から２８日にかけて暖かく湿った空気が前線に流れ込み、九州北部地方に猛烈な雨が降りました。

　佐賀県でも人的被害や家屋の浸水など、県の中部を中心に甚大な被害を受け、その多くが武雄市と大町町に

集中しています。

　鹿島市では、被災した武雄市・大町町に向けて支援を行っています。また、たくさんの市民の皆さんがボラ

ンティアとして被災地支援を行われています。今後も早期復興に向けて支援を行っていきます。

　市民の皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。

『令和元年８月豪雨』関連のお知らせ

　総務課防災係　緯０９５４（６３）２１１２詳しくは

８月豪雨関連のお知らせ

鹿島市消防団夏季訓練

　８月１８日、祐徳グラウンド一

帯で消防団夏季訓練が行われ、各

団員は分団、ラッパ部、女性部に

分かれて、それぞれ消防団活動に

必要な規律確保、技術習得のため

の訓練に励みました。

　総務課防災係　緯０９５４（６３）２１１２詳しくは

　また、消防庁から無償で借り受け、能古見分団第１部に配備されている救助資機材登載型車両の取扱訓練を

行いました。参加した団員は、実際にエンジンカッターなどの資機材で軽自動車を切断し、要救助者を助け出

す方法や安全な取扱方法を確認するなど、真剣に取り組んでいました。

偶小隊訓練偶小隊訓練 偶資機材操作訓練偶資機材操作訓練

《これまでの支援活動９月24日現在》

　恭支援物資の提供（武雄市）
　　・アルファ米：2,650 食　　・飲料水（500ml）：1,008 本　　　・かけや：18 本　　・ＳＢパイル：960 本

　　・土のう袋：3,700 枚　　　・トラロープ（200m）：50 巻　　・鉄杭：170 本　　　・スコップ：54本

　恭市職員による人的支援

　　（武雄市）

　　・消毒作業　　　　　　　９月３日　　　　　　　　４人　

　　・災害廃棄物受入作業　　９月４日～８日

　　　　　　　　　　　　　　９月 10 日～ 13日　延べ 41人

　　・家屋被害認定調査　　　９月９日～継続中　　延べ 15人

　　・保健師による健康相談　９月 17 日～ 18日　延べ２人

　　（大町町）

　　・保健師による健康相談　９月５日～６日　

　　　　　　　　　　　　　　９月 11 日～ 12日　延べ４人

　恭消防団による人的支援
　　・災害廃棄物受入作業（武雄市）　　　　　９月１日　　55 人　

　　・災害廃棄物受入作業（武雄市・大町町）　９月３日　　30 人　

　　・災害廃棄物受入作業（大町町）　　　　　９月 11 日　21人

　恭義援金受付　※社会福祉協議会にて９月２日から以下の場所で受付開始（義援金は現在も受付中）

　　・鹿島市役所　　・鹿島市社会福祉協議会　　・市内６地区公民館

寓災害廃棄物受入作業の様子寓災害廃棄物受入作業の様子
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温暖化対策・人権の輪

今すぐやろう温暖化対策

節電、節エネで温暖化対策！節電、節エネで温暖化対策！
　超大型台風、異常気象、干ばつ、洪水などによる甚大な災害が各地で発生

しています。このような異常気象は地球温暖化が原因だと言われています。

　地球温暖化は、二酸化炭素（ＣＯ２）を９５％含む温室効果ガスが増えす

ぎることで熱が地球にこもって起こります。二酸化炭素（ＣＯ２）は、主に

石炭や石油を燃やすことで発生します。

　家庭でも、電気・ガス・灯油・ガソリンなどのエネルギーを使っているため、

“節電”“節エネ”は、二酸化炭素（ＣＯ２）の排出抑制につながります。

　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

　　露の新治著の
　　　『お笑い人権高座』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

　古典落語に、『三ぼう』を扱っ
た噺があり、登場人物への悪口に
も小言をもらわないという暗黙の
了解があるそうです。『三ぼう』
とは、『つんぼ・けちんぼう・ど
ろぼう』のことで、「つんぼは聞
こえない。けちんぼうは寄席等に
は来ない。どろぼうは文句を言っ
てこない。」との理由によるもの
です。
　ある日、『唖（おし）の釣り』
という演目の噺に、耳の不自由な
方が手話通訳者を伴って来場しま
す。落語家はそんなこととは露知
らず、罵詈雑言に満ちた噺を講演

しました。客は怒りに震えて、手
話通訳者を伴い楽屋で猛烈な抗議
を行いました。落語家は、その場
を収めるべく平身低頭謝りますが、
暗黙の了解であったはずの噺にク
レームが付き、揉め事の原因を
作った犯人探しを始めます。楽屋
にいた全員一致で「手話通訳者が
悪い。」との結論となりました。
手話通訳者が噺の内容を伝えたこ
とが揉め事の原因を作ったという
共通認識となったのです。
　この『三ぼう』の噺には、いく
つもの学びのポイントがあります。
もし、手話通訳者が内容を伝えな

かったらどうでしょうか。
　手話通訳者が伝えなかったら、
揉め事のもととなる波風は立ちま
せんが、「耳の不自由な者を笑い
者にする場に、当事者が気づかず
にいる」という極めて残酷な図が
できてしまいます。世の中、「波
風が立つ」というのはあんまり良
いことではありませんが、有るこ
とを無いことにして波風が立たな
いのは、もっと性質が悪いのです。
　昨年の春、花見電車の席取りで
一つ前の駅から『老人席』の札を
置いたことが問題になりました。
他に方法がなかったのか、そうせ
ざるを得ない時代が問題なのか考
えさせられました。大いに波風を
立たせようではありませんか。

※『つんぼ・唖（おし）』は差別語です。
　日常の生活で使うことは他者を軽
　蔑し傷つける言葉です。文章構成上、
　この場限りで使用しました。

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

さしだした　きみのその手　あたたかい　　　　川﨑　想愛（明倫小２年）
あたりまえ　みんなそうとは　かぎらない　　　中島　多問（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

　マイバッグを持参することで、レジ袋の使用を

減らし、無駄に石油を使わずに済みます。

　ひとりでもできる“マイバッグ持参運動”に、

ぜひご協力ください。

１０月は　猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿

　“マイバッグキャンペーン”月間
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こんなときこのひとこと・学校だより

四Filipino Words四
（フィリピンの言葉）

　　　　エスクエラハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムカ　　　　　　　　　　　　　　　　マワワラ

Eskuwelahan：学校　　　Mukha：顔　　　Mawawala：負ける

今月のキーフレーズ
“Why the long face”

この表現は、「浮かない顔をしているね」という意味で使われます。

No.166

スティーブン先生

James:
Aiden:

Why the long face?
I didn’t get into the school I wanted 
to go to.

（ジェイムズ）

（マイデン）

浮かない顔だね。

僕、入りたかった学校に入れなかっ

たよ。

Emma:
Liam:

You look down. Why the long face?
I was in a soccer tournament and my 
team lost in the finals.

（エ　マ）

（リアム）

元気ないね。浮かない顔してるね。

サッカーの大会に出たんだけど決勝

で僕のチームが負けたんだ。

学 校 だ よ り

鹿島高校

No.269 　大雨による水害の影響が心配され

ましたが、９月４日・５日、天候に

も恵まれ、鹿島高校・鹿島実業高校・

新鹿島高校合同での最後の学校祭

『創鹿祭』を行うことができました。

　昨年度のテーマは『共創』でしたが、

本年度はさらに飛躍し、よりグレー

ドアップした学校祭となるよう『躍

進』というテーマのもと、限られた

時間の中で生徒一人ひとりが、団結

して準備を進め、合同での最後の学

校祭に相応しいアイディアに富んだ

魅力あるものとなりました。

　体育館での文化祭は、文化祭に相

応しく吹奏楽部・美術部・書道部の

素晴らしい活動成果発表に始まり、

クラスステージ発表や出店ではそれ

ぞれのクラスのカラーが感じられる

活気あふれる催しとなり、平日にも

かかわらず多くの方に来校いただき

大変にぎわいました。

　体育祭は、赤・白・青の各団の溌

剌とした入場行進で幕を開けました。

競技中は、生徒会、応援リーダー、

各団員、保護者、職員全てが一致団

結し、個人は各団のために、各団は

個人のために声援を送り、職員は生

徒のために、保護者は子どものため

にという歯車がうまく絡み合った思

い出に残る体育祭になりました。

　来年度からは、新鹿島高校として

新たな学校祭が始まります。

　来年度は更に見応えのある学校祭

を生徒たちが中心となり創り上げて

くれると思いますので、ぜひ、市民

の皆様にも来校していただき生徒た

ちの活躍をご覧いただければ幸いで

す。日ごろからの皆様のご協力・ご

支援、ありがとうございます。

そ　う　か　さ　い

創鹿祭

寓総合優勝した赤団の応援
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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

市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

興特別整理期間のため休館します興
　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：利用可能　※予約本の受け取りは、10月５日（土）以降

恭読まなくなった本を“本をゆずる市”に出してみませんか
　本の条件　汚れや書き込みなどがなく、気持ちよく読める本
　※雑誌、通販カタログ、CD・ビデオ・DVD・カセットなどは受け付けません。

　受付期間　10 月 19 日（土）～ 11 月１日（金）　※休館日を除く

　　　　　　９時 30 分～ 18時（土・日は 16 時まで）

　対　　象　図書館まで持参できる市民（郵送・宅配は不可）

　お　断　り　本の内容や状態によっては受け付けできない場合があ

　　　　　　ります。また、本の返却については対応できません。

　鹿島市の芸術を牽引してきた鹿島美術

人協会が今年で創立５０年を迎えます。

床の間コーナーでは１２月まで記念展を

開催します。第１期は、納富進さん、鈴

田照次さん、岩永京吉さん、菊池義泰さ

んの作品を展示。また、床の間コーナー

以外の展示やシンポジウムも開催します。

展示期間　第１期　11 月 4日（振休）まで

　シンポジウム『鹿島の美術５０年のあゆみ』

　10 月 13 日（日）14 時 30 分～　エイブルホール

　記 念 展

　10 月 13 日（日）～ 20 日（日）

　エイブル１階～３階、

　市民交流プラザかたらい市民ギャラリー

鹿島美術人協会５０周年記念事業

鹿島をリードした芸術家たち
床の間
コーナー

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 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

20 人 10 月 26 日（土）
13時 30 分～ 15 時

鹿島市干潟交流館
２階学習室

藤井　直紀さん
（佐賀大学農学部）

無　料

　伝説のフォークシンガー高田渡が青年時代を過ごした鹿島で、高田渡を慕

うなぎら健壱と息子の高田漣、長年高田渡のサポートを務めた佐久間順平の

３人が、高田渡を語り歌います。

と　　き　11 月 24 日（日）開演 15 時（開場 14時 30 分）

と　こ　ろ　エイブルホール

料　　金　大　人 2,500 円　　高校生以下 1,500 円

　　　　　煙会員各 500 円引き　　煙当日各 500 円増し

　　　　　煙未就学児の入場不可　　煙車いす席あり（事前にお申込みください）

高田渡を語り、歌う
～なぎら健壱＆高田漣w i t h佐久間順平～

第７回
えいぶる事業

20 人
松尾　久美子さん

（野菜ソムリエプロ）
エイブル２階
調理実習

20 人
エイブル２階

和室
井上　智恵子さん

１０月４日（金）まで休館します

会　員　1,500 円
一　般　1,000 円
材料代　1,500 円

《有明海を巡る市民の科学講座》
～伝統漁法で生き物集めをしてみよう
　　　　　　　　：うなぎ塚体験～

秋の野菜・果物
スイーツ作り＆ハーブのある暮らし

会　員　1,500 円
一　般　1,000 円
材料代　500 円程度

ハタヨガ教室
　ハタとは『ハ＝太陽』『タ＝月』の意味です。
　ヨガを基本から身につけたい人におすすめです。

11月 22 日～令和２年５月 15日
[ 金曜日　全 12 回 ]
13 時 30 分～ 15 時

500 円／１回

なぎら健壱 高田　漣 佐久間順平

全席自由
発売中 !

に行ってみよう

11 月７日（木）または
11 月９日（土）のどちらか

10 時～ 12 時
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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

　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　10 月 18 日（金）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　10 月 11 日（金）

食改さんの料理教室食改さんの料理教室

　チャオシル、ブーゲンハウス、足湯を巡るコー

スです。糖尿病の人だけでなく、ウォーキングに

関心のある人など、どなたでも参加できます。

　と　　き　11 月 17 日（日）

　受付時間　８時 30 分～９時 15分

　　　　　　※15 時 45 分解散予定

　集合場所　嬉野市中央体育館

　参　加　費　無料

　申込期限　11 月５日（火）

歩いて学ぶ糖尿病
　ウォークラリーin嬉野
歩いて学ぶ糖尿病
　ウォークラリーin嬉野

　佐賀大学医学部糖尿病ウォークラリー事務局

　緯０９５２（３４）２５４６（平日９時～ 16 時）

申込・問合せ先

　65歳以上の人を対象に９月から地区の公民館

や保健センターで結核健康診断を行っています。

　対象地区の日程で健診を受けていない人は、ぜ

ひ受診してください。対象の人には、受診票（ハ

ガキ）を送付しています。

と　　き　10 月 15 日（火）９時 30 分～ 11 時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

そ　の　他　煙料金は無料です。

　　　　　煙受診票をお持ちでない人は、当日受

　　　　　　付で申し出ください。

　　　　　煙撮影のときは、薄手のシャツや肌着

　　　　　　を着用できますが、ボタンや刺繍、

　　　　　　金具の入ったものは着用できません。

結核健康診断（胸部レントゲン）
　　　　　を受けましょう
結核健康診断（胸部レントゲン）
　　　　　を受けましょう

　市では次のようにインフルエンザ予防接種の費

用助成を行います。希望する人は直接医療機関へ

お申し込みください。

対　象　者　中学３年生までの子どもで希望する人

期　　間　10 月１日～ 12月 31 日

接種回数　13 歳未満：２回　13歳以上：１回

助　成　額　1,000 円／回

自己負担金　接種費用から助成額（1,000 円）を引いた額

持　参　品　母子健康手帳、健康保険証（住所確認用）

接種場所　市内の実施医療機関と谷口医院（嬉野市）

栢期間内に上記接種場所以外で接種を受けた人に

　も、助成額を払い戻します

　①領収書、②印鑑、③通帳、④接種済証または母子

　健康手帳を持参のうえ、令和２年３月 31 日まで

　に保健センターへ申請してください。

中学３年生までの
　インフルエンザ予防接種
中学３年生までの
　インフルエンザ予防接種

　県内のインフルエンザ予防接種実施医療機関で受け

ることができます。希望する人は、事前に直接医療機

関へお申し込みください。

対　象　者　①65 歳以上で希望する人

　　　　　②60 ～ 64 歳で心臓・腎臓・呼吸器などに

　　　　　　重い障がいのある人

期　　間　10 月１日～ 12月 31 日

　　　　　※医療機関によって異なる場合があります

接種回数　１回

自己負担金　1,300 円（医療機関の窓口でお支払いください）

　　　　　※生活保護世帯および中国残留邦人支援給付世帯の人は無料

持　参　品　健康保険証（住所確認用）

　　　　　健康手帳またはおくすりノート（済証貼付用）

高齢者の
　インフルエンザ予防接種
高齢者の
　インフルエンザ予防接種
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　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

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

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

　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

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

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。
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お知らせ

　新たに森林を売買、相続などで取

得して所有者になった場合は、農林

水産課まで届出をお願いします。

届出期間　所有者となった日から 90 日以内

届出に必要なもの

　煙権利を取得したことがわかる書類

　　（登記事項証明書、土地売買契約書　など）

　煙印鑑（認印）　煙位置図

詳しくは　農林水産課農山漁村係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

と　　き　11 月 27 日（水）

　①年末調整について　14 時～

　②消費税軽減税率制度について

　　　　　　　　　15 時 30 分～

と　こ　ろ　有明スカイパークふれあい郷

対象地区　鹿島市、白石町、太良町

※②のみの参加も可能です

詳しくは　武雄税務署法人課税部門

　　　　　緯０９５４（２３）５２９７

　七浦地区の高齢者を対象に社協バ

スの送迎で買い物ができる買物応援

バスを月２回程度運行します。希望

する人は登録が必要です。

第１回運行日　10 月 18 日（金）

対　　象　七浦地区在住の高齢者

定　　員　20 人

※買物中の支援ボランティアスタッフ

　も募集しています

詳しくは　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

　視覚障害教育の啓発活動を目的に、

公開授業や『目の支援センターゆう

あい』による相談会、幼児・児童・

生徒の作品展示などを行います。

と　　き　10 月 27 日（日）８時 30 分～

と　こ　ろ　佐賀県立盲学校（佐賀市）

詳しくは　佐賀県立盲学校地域支援部

　　　　　緯０９５２（２３）４６７２

恭各種作業の注文をお受けします

　『農作業』『庭木剪定』『家事』など

恭刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソーなど

と　　き　10 月 17 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　10 月 17 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

令和元年８月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

※（　　）内は前年比　詳しくは　鹿島警察署交通課　緯０９５４（６３）１１１１

怯10月から12月までの３カ月間『早めのライト点灯運動』を行います

　これから年末にかけて日暮れが早くなります。明るくても午後５時からライトを

点灯し、歩行者の早期発見等に努めましょう。また、自転車や歩行者は、なるべく

明るい服装で反射材を身につけ、車から早く気付いてもらうよう心がけましょう。

鹿島警察署管内
佐 賀 県 内

鹿 島 市 内

3,319 件（－542）
172 件（－050）
94 件（－016）

4,446 人（－668）
220 人（－084）
124 人（－023）

16 人（－05）
1人（＋01）
1人（＋01）

13,274 件（－766）
759 件（＋012）
386 件（－011）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

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５期の口座振替日は

１０月３１日（木）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

令和元年８月分の市長交際費を公表します

お気軽にご相談、注文ください！
シルバー人材センター

森林の土地を取得した場合は
届出をお願いします

来年度小学校に入学する新入学児童の
健康診断を行います

鹿 島 小 学 校 10 月 15 日（火）
期　日 受　付 開　始

13時 15 分～ 13 時 40 分 14 時～
学　校　名

能古見小学校 10 月 17 日（木）13時 15 分～ 13 時 40 分 14 時～
古 枝 小 学 校 10 月 9日（水）13時 15 分～ 13 時 40 分 14 時～
浜 小 学 校 10 月 17 日（木）13時 15 分～ 13 時 40 分 14 時～
北鹿島小学校 10 月 15 日（火）13時 15 分～ 13 時 40 分 14 時～
七 浦 小 学 校 10 月 17 日（木）13時 15 分～ 13 時 40 分 14 時～
明 倫 小 学 校 10 月 21 日（月）13時 15 分～ 13 時 40 分 14 時～

対　　象　平成25年４月２日～平成26年４月１日生まれ

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい

詳しくは　教育総務課学校教育係　緯０９５４（６３）２１０３

佐賀県立盲学校
公開授業のご案内

年末調整説明会（事業者対象）
のご案内

詳しくは　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４

会　費 ８月４日 8,000円 叙勲受章祝賀会

13,400円 令和元年度（平成 31 年度）累計　286,225 円合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

その他 ８月９日 5,400円 名刺印刷代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅうかぁ～

買物応援バス“買もん周 Car”

情報掲示板 愚 お知らせ



２５広報かしま　Ｒ1（2019）.10.1

　全国で毎年約３５０件発生してい

る農作業死亡事故を減らすために、

事故が多発する秋の作業時期に合わ

せ農作業安全確認運動が実施されて

います。今年は例年に比べ、トラク

ターに伴う事故が多く発生していま

す。再度、トラクター乗車時のシー

トベルト、ヘルメット着用の確認を

お願いします。

詳しくは　農林水産課農政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

と　　き　11 月 9 日（土）10 時～ 16 時

　　　　　11 月 10 日（日）10 時～ 15 時

と　こ　ろ　佐賀少年刑務所（佐賀市）

　　　　　※駐車場あり

内　　容　全国刑務所作業製品の展示・販売、

　　　　　施設見学、各種イベント　など

詳しくは　佐賀少年刑務所

　　　　　緯０９５２（２６）３７４０

　　　ナ　ス　バ

　ＮＡＳＶＡ（自動車事故対策機構）

では、自動車事故による重度後遺障

がい者への『介護料』の支給や自動

車事故被害者への『交通遺児育成資

金』の無利子貸付などを行っていま

す。自損、他損事故を問いません。

詳しくは　自動車事故対策機構佐賀支所

　　　　　緯０９５２（２９）９０２３

　　　　　http://www.nasva.go.jp/index.html

　市民会館の建て替えに伴い開催場

所が一部変更されます。５ページ掲

載の文化祭日程をご覧ください。

と　　き　11月１日（金）～４日（振休）

日本舞踊　エイブルホール

華　道　展　ピオ１階

詳しくは　鹿島市文化連盟

　　　　　緯０９５４（６９）１１０１

　　　　　同文化連盟担当　松尾英樹

　　　　　緯０９５４（６３）２７３６

　県が管理する浜川の今後の整備目

標や工事、維持管理などを定める河

川整備計画（原案）について説明を

行い、皆さんのご意見を伺います。

と　　き　10月 11 日（金）19時～

と　こ　ろ　古枝公民館２階大会議室

詳しくは　佐賀県河川砂防課

　　　　　緯０９５２（２５）７５４０

　　　　　https://www.pref.saga.lg.jp/

　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

　解雇やパワハラなど、年間を通じ

て無料で相談をお受けします。

受付時間　８時 30分～ 17時 15 分

　　　　　※土・日・祝日を除く

恭重点受付週間の開催　

と　き　10月５日（土）～11日（金）

月～金　８時30分～20時（来所は19時まで）

土・日　９時～ 17 時（来所は 16 時まで）

詳しくは　佐賀県労働委員会事務局

　　　　　緯０９５２（２５）７２４２

　　　　　姉０９５２（２５）７３２４

　令和元年10月４日から、佐賀県

の最低賃金は、時間額『790円』と

なります。特定（産業別）最低賃金

は、改定審議中ですが、陶磁器・同

関連製品製造業（時間額763円）は、

新たに改正・発効するまでは時間額

790円が適用されます。

詳しくは　佐賀労働局賃金室

　　　　　緯０９５２（３２）７１７９

講習会・教室

第５回『障がい者の人権』

と　　き　10 月４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

と　　き　10 月 18 日（金）９時 30 分～ 16 時

　第１分科会　嬉野市社会文化会館リバティ

　第２分科会　太良町自然休養村管理センター

　第３分科会　嬉野市中央体育館

　第４分科会　鹿島市生涯学習センターエイブル

　第５分科会　嬉野市社会文化会館リバティ

参　加　費　1,500円（開催地住民は無料）

　　　　　※学校教職員・行政関係者は有料

詳しくは　佐賀県人権・同和教育研究協議会

　　　　　緯０９５２（６２）６４３４

テーマ　最期まで安心して暮らせる地域づくり

　　　　～地域リハビリテーション・マインドを持って～

と　　き　10 月 19 日（土）

　　　　　15 時～ 18時 35 分

と　こ　ろ　嬉野市社会文化会館リバティ

内　　容　院内外からの演題発表

特別講演　講師　医療法人真生会

　　　　　　　　斉藤正身　理事長

参　加　費　無料　※申込不要

詳しくは　志田病院

　　　　　緯０９５４（６３）１２３６

　地域の皆さんや医療機関、福祉施

設で働くスタッフを対象に褥瘡の予

防・治療について、織田病院の医師、

皮膚・排泄ケア認定看護師、理学療

法士、栄養士などの専門職が勉強会

を開催いたします。

と　　き　10 月３日（木）

　　　　　18 時 30 分～ 19 時 30 分

と　こ　ろ　エイブルホール

参　加　費　無料

詳しくは　織田病院連携センター　江口

　　　　　緯０９５４（６３）３２７５

家庭用浄化槽補助金
申請のお知らせ

秋の農作業
安全確認運動実施中

さが矯正展を開催します

労使間のトラブル　お気軽にご相談を
～労働委員会～

自動車事故の被害に
遭われた人へ

浜川水系河川整備計画
説明会

人権学習会を開催します

佐賀県人権・同和教育研究大会（分科会）

志田病院　研究発表会

佐賀県（地域別）最低賃金
７９０円／時間

鹿島市文化祭
場所変更のお知らせ

ゆうあい公開セミナー
　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 じょ くそう

地域褥瘡勉強会

情報掲示板 愚 お知らせ・講習会・教室
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　介護職未経験者や介護に興味があ

る人を対象に研修から就労マッチン

グまでサポートします。介護の“い

ろは”を学びませんか。

と　　き　（全５日間＋就労マッチング）

焔 11 月８日（金）　焔 11 月 23 日（祝）

焔 11 月 28 日（木）　焔 12 月２日（月）

焔 12 月 14 日（土）＋就労相談

と　こ　ろ　武雄市文化会館

定　　員　30 人程度

参　加　費　無料

申込期限　10 月 31 日（木）

詳しくは　佐賀県社会福祉士会

　　　　　緯０９５２（３６）５８３３

　神経難病と診断された人や転びや

すくなった、声が出にくいなどでお

悩みの人の医療に関する相談を無料

で受けています。

と　　き　10 月 24 日（木）

　　　　　14 時～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　杵藤保健福祉事務所（武雄市）

相　談　医　小杉雅史医師［神経内科］

　　　　　（嬉野医療センター）

申込期限　10 月 17 日（木）

申込・問合せ先（要予約）

　杵藤保健福祉事務所難病担当

　緯０９５４（２２）２１０５

　食の大切さを学び、一番身近なご

ちそうを子どもたち自身でおいしく

作ります。大人も参加できます。

と　　き　10 月 27 日（日）

　　　　　９時～ 13 時

と　こ　ろ　産業活性化施設　海道しるべ

講　　師　下田　純子さん

　　　　　（佐賀自然に学ぶ会代表）

定　　員　20人

参　加　費　300円

申込期限　10 月 17 日（木）

※定員になり次第締め切ります

詳しくは　かしま自然に学ぶ会　小笠原

　　　　　緯０８０（４６９６）９０１９

　鹿島史談会では、郷土の歴史につ

いて、毎月、会員や外部講師による

発表や見学などを行っています。ど

なたでも参加できます。一緒にふる

さとの歴史を楽しみましょう。

と　　き　13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　田澤記念館（11 月を除く）

資　料　代　200 円

焔 10 月３日（木）

演　題　『白石町の干拓について』

講　師　米田　実さん（白石町生涯学習課）

焔 11 月７日（木）　※雨天時中止

現地研修　嶽水道（古枝）見学会

出　発　13 時　鹿島市役所前

定　員　22 人

参加費　700 円

焔 12 月５日（木）

演　題　『神社の歴史と現状』

講　師　鍋島朝倫さん

　　　　（祐徳稲荷神社名誉宮司）

詳しくは　鹿島史談会事務局　杉谷

　　　　　緯０９５４（６３）２４８７

　杵島がんサロンは患者さんやご家

族が、病気や心配事を自由に語り合

える場です。どなたでも参加できま

す。ぜひ、お立ち寄りください。

と　　き　10 月５日、11 月９日、

　　　　　12 月７日（土）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　ネイブル２階学習室（小）（江北町）

詳しくは　杵島がんサロンすいせん事務局

　　　　　緯０９０（３９８６）６１７７

　南部地区の医師会、薬剤師会、歯

科医師会、栄養士会による講座です。

血糖値、肝臓が気になる人など、お

気軽にご参加ください。あわせて相

談コーナーや血糖測定コーナー、糖

尿病モデル食の展示も行います。

と　　き　10 月５日（土）14 時～ 16 時

と　こ　ろ　嬉野市社会文化会館リバティ

入　場　料　無料

詳しくは　鹿島藤津地区医師会

　　　　　緯０９５４（６３）３９６９

と　　き　11月12日（火）～14日（木）

と　こ　ろ　エイブル・現地　ほか

対　　象　市内在住者・エイブル会員

定　　員　15人程度

参　加　費　無料（道具は持参してください）

申込・問合せ先

　シルバー人材センター

　緯０９５４（６３）０９７０

　エイブル事務局

　緯０９５４（６３）２１３８

　皆さんの参加をお待ちしています。

と　　き　11 月７日（木）10 時～ 12 時

と　こ　ろ　高津原コミュニティセンター『かんらん』

参　加　費　300 円（資料代）

託　児　券　200 円（おやつ代含む）

詳しくは　鹿島友の会　下村

　　　　　緯０９５４（６２）５９３０

募　集

　誰かに話を聴いてもらうだけで穏

やかな気持ちになる。ただ、相手の

話を共感しながらゆっくり聴く傾聴

ボランティアを募集します。資格や

経験、年齢や性別は問いません。

詳しくは　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

対　象　者　求職者

訓練期間　12 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　10 月 30 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

相　談

　事前に申し込みが必要です。

と　　き　10 月 20 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

　鹿島調停協会では、弁護士や調停

委員による無料相談会を行います。

と　　き　10 月５日（土）10 時～ 15 時

と　こ　ろ　かたらい３階

相談内容　夫婦関係、扶養、相続、

　　　　　土地建物、金銭賃借　など

詳しくは　鹿島調停協会（鹿島簡易裁判所内）

　　　　　緯０９５４（６２）２８７０

と　　き　10 月 20 日（日）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　嬉野市中央公民館第２研修室

相談内容　遺言作成、相続、農地転用、

　　　　　外国人在留資格手続　など

詳しくは　佐賀県行政書士会杵藤支部

　　　　　緯０９５２（８２）３６００

狂無料法律相談（市民優先）　市役所５階

　10 日（木）受付 13 時～ 14 時

　（先着６人［１人 30 分以内］）13 時 30 分開始

　※行政相談と同時開催

　24 日（木）受付９時 30 分～ 10 時 30 分

　（先着６人［１人 30 分以内］）10 時開始

　総務課 緯（６３）２１１１

狂行政相談（市民優先）

　10 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

　１・15 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

　３日（木）10 時～ 15 時

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（25 日・祝日を除く）

　９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

狂住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　12 日（土）10 時～ 12 時

狂鍼灸マッサージ無料健康相談

　13 日（日）10 時～ 14 時 30 分

保健センター（エイブル１階）

狂こころの健康相談（臨床心理士対応）

　16 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

　29 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

狂介護に関する相談　保険健康課

　月曜日～金曜日９時～ 17 時

狂納税相談（10 人程度） 　税務課

　16 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）

　25 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

イベント

 市役所にて毎週開催されている高

齢者の陶芸教室で作成した花瓶や湯

のみ、皿などの作品展示と即売会を

開催します。ぜひお越しください。

と　　き　10月23日（水）～25日（金）

　　　　　９時 30 分～ 16 時 30 分

と　こ　ろ　

　【展示】　市役所１階ホール

　【販売】　市役所ピロティ（正面玄関前）

詳しくは　保険健康課長寿社会係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

　ゆめさが大学鹿島校では、第８回

学校祭を開催します。入場は無料。

どなたでも観覧できます。

と　　き　10 月 25 日（金）９時 30 分～

と　こ　ろ　エイブル（ホール、ロビー）

舞台発表　13 時 30 分～ 15 時

　　　　　舞踊、コーラス、

　　　　　　寸劇、フラダンス　など

作品展示　９時 30 分～ 15 時

　　　　　写真、書、手芸、

　　　　　　絵手紙、陶磁器　など

詳しくは　ゆめさが大学鹿島校事務局

　　　　　緯０９５４（６３）２３２２

　地域の人と施設利用者の交流を目

的につながりフェスタを開催します。

　楽しい催し物をたくさん準備して

います。ぜひ、お越しください。

と　　き　10 月５日（土）10 時～ 15 時

　　　　　※雨天決行

と　こ　ろ　鹿島福祉作業所

詳しくは　鹿島福祉作業所

　　　　　緯０９５４（６３）５２８３

　鹿島美術人協会の発足５０年を記

念して、物故会員・現会員の展覧会

と記念シンポジウムを開催します。

懐かしい作家の作品やこれまで歩ん

できた鹿島美術人協会の歴史の一端

を紹介します。皆さんのご来場をお

待ちしています。

と　　き　10月13日（日）～20日（日）

　　　　　10 時～ 17 時

　　　　　※20 日は 16 時まで

と　こ　ろ　エイブル１～３階（15日休館日）

　　　　　かたらい４階市民ギャラリー

入　場　料　無料

記念シンポジウム　鹿島の美術 50 年のあゆみ

と　　き　10 月 13 日（日）14 時 30 分～ 16 時 30 分

と　こ　ろ　エイブルホール

パネラー　金子剛（洋画家）、熊本義泰（陶芸家）、

　　　　　鈴田滋人（染色家）、杉光定（洋画家）

栢来場者に記念誌プレゼント（数に限りあり）

詳しくは　鹿島美術人協会事務局　愛野

　　　　　緯０９０（３６０９）２０６０

秋の健康料理教室
子どもも作れるおいしいご飯とお味噌汁

家事家計講習会

鹿島史談会
鹿島の歴史講座介護に関する入門的研修

糖尿病 ・肝がん市民公開講座
～今さら聞けない肝と糖～

難病医療相談

杵島がんサロン“すいせん”

初心者のための剪定教室

傾聴ボランティア募集

令和元年12月期
職業訓練受講生募集

定員募集訓練科

ＣＡＤ/ＮＣオペレーション科 １５

溶 接 技 術 科 １２

住 環 境 Ｃ Ａ Ｄ 科 １５

情報掲示板 愚 講習会・教室・募集
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　介護職未経験者や介護に興味があ

る人を対象に研修から就労マッチン

グまでサポートします。介護の“い

ろは”を学びませんか。

と　　き　（全５日間＋就労マッチング）

焔 11 月８日（金）　焔 11 月 23 日（祝）

焔 11 月 28 日（木）　焔 12 月２日（月）

焔 12 月 14 日（土）＋就労相談

と　こ　ろ　武雄市文化会館

定　　員　30 人程度

参　加　費　無料

申込期限　10 月 31 日（木）

詳しくは　佐賀県社会福祉士会

　　　　　緯０９５２（３６）５８３３

　神経難病と診断された人や転びや

すくなった、声が出にくいなどでお

悩みの人の医療に関する相談を無料

で受けています。

と　　き　10 月 24 日（木）

　　　　　14 時～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　杵藤保健福祉事務所（武雄市）

相　談　医　小杉雅史医師［神経内科］

　　　　　（嬉野医療センター）

申込期限　10 月 17 日（木）

申込・問合せ先（要予約）

　杵藤保健福祉事務所難病担当

　緯０９５４（２２）２１０５

　食の大切さを学び、一番身近なご

ちそうを子どもたち自身でおいしく

作ります。大人も参加できます。

と　　き　10 月 27 日（日）

　　　　　９時～ 13 時

と　こ　ろ　産業活性化施設　海道しるべ

講　　師　下田　純子さん

　　　　　（佐賀自然に学ぶ会代表）

定　　員　20人

参　加　費　300円

申込期限　10 月 17 日（木）

※定員になり次第締め切ります

詳しくは　かしま自然に学ぶ会　小笠原

　　　　　緯０８０（４６９６）９０１９

　鹿島史談会では、郷土の歴史につ

いて、毎月、会員や外部講師による

発表や見学などを行っています。ど

なたでも参加できます。一緒にふる

さとの歴史を楽しみましょう。

と　　き　13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　田澤記念館（11 月を除く）

資　料　代　200 円

焔 10 月３日（木）

演　題　『白石町の干拓について』

講　師　米田　実さん（白石町生涯学習課）

焔 11 月７日（木）　※雨天時中止

現地研修　嶽水道（古枝）見学会

出　発　13 時　鹿島市役所前

定　員　22 人

参加費　700 円

焔 12 月５日（木）

演　題　『神社の歴史と現状』

講　師　鍋島朝倫さん

　　　　（祐徳稲荷神社名誉宮司）

詳しくは　鹿島史談会事務局　杉谷

　　　　　緯０９５４（６３）２４８７

　杵島がんサロンは患者さんやご家

族が、病気や心配事を自由に語り合

える場です。どなたでも参加できま

す。ぜひ、お立ち寄りください。

と　　き　10 月５日、11 月９日、

　　　　　12 月７日（土）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　ネイブル２階学習室（小）（江北町）

詳しくは　杵島がんサロンすいせん事務局

　　　　　緯０９０（３９８６）６１７７

　南部地区の医師会、薬剤師会、歯

科医師会、栄養士会による講座です。

血糖値、肝臓が気になる人など、お

気軽にご参加ください。あわせて相

談コーナーや血糖測定コーナー、糖

尿病モデル食の展示も行います。

と　　き　10 月５日（土）14 時～ 16 時

と　こ　ろ　嬉野市社会文化会館リバティ

入　場　料　無料

詳しくは　鹿島藤津地区医師会

　　　　　緯０９５４（６３）３９６９

と　　き　11月12日（火）～14日（木）

と　こ　ろ　エイブル・現地　ほか

対　　象　市内在住者・エイブル会員

定　　員　15人程度

参　加　費　無料（道具は持参してください）

申込・問合せ先

　シルバー人材センター

　緯０９５４（６３）０９７０

　エイブル事務局

　緯０９５４（６３）２１３８

　皆さんの参加をお待ちしています。

と　　き　11 月７日（木）10 時～ 12 時

と　こ　ろ　高津原コミュニティセンター『かんらん』

参　加　費　300 円（資料代）

託　児　券　200 円（おやつ代含む）

詳しくは　鹿島友の会　下村

　　　　　緯０９５４（６２）５９３０

募　集

　誰かに話を聴いてもらうだけで穏

やかな気持ちになる。ただ、相手の

話を共感しながらゆっくり聴く傾聴

ボランティアを募集します。資格や

経験、年齢や性別は問いません。

詳しくは　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

対　象　者　求職者

訓練期間　12 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　10 月 30 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

相　談

　事前に申し込みが必要です。

と　　き　10 月 20 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

　鹿島調停協会では、弁護士や調停

委員による無料相談会を行います。

と　　き　10 月５日（土）10 時～ 15 時

と　こ　ろ　かたらい３階

相談内容　夫婦関係、扶養、相続、

　　　　　土地建物、金銭賃借　など

詳しくは　鹿島調停協会（鹿島簡易裁判所内）

　　　　　緯０９５４（６２）２８７０

と　　き　10 月 20 日（日）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　嬉野市中央公民館第２研修室

相談内容　遺言作成、相続、農地転用、

　　　　　外国人在留資格手続　など

詳しくは　佐賀県行政書士会杵藤支部

　　　　　緯０９５２（８２）３６００

狂無料法律相談（市民優先）　市役所５階

　10 日（木）受付 13 時～ 14 時

　（先着６人［１人 30 分以内］）13 時 30 分開始

　※行政相談と同時開催

　24 日（木）受付９時 30 分～ 10 時 30 分

　（先着６人［１人 30 分以内］）10 時開始

　総務課 緯（６３）２１１１

狂行政相談（市民優先）

　10 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

　１・15 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

　３日（木）10 時～ 15 時

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（25 日・祝日を除く）

　９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

狂住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　12 日（土）10 時～ 12 時

狂鍼灸マッサージ無料健康相談

　13 日（日）10 時～ 14 時 30 分

保健センター（エイブル１階）

狂こころの健康相談（臨床心理士対応）

　16 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

　29 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

狂介護に関する相談　保険健康課

　月曜日～金曜日９時～ 17 時

狂納税相談（10 人程度） 　税務課

　16 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）

　25 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

イベント

 市役所にて毎週開催されている高

齢者の陶芸教室で作成した花瓶や湯

のみ、皿などの作品展示と即売会を

開催します。ぜひお越しください。

と　　き　10月23日（水）～25日（金）

　　　　　９時 30 分～ 16 時 30 分

と　こ　ろ　

　【展示】　市役所１階ホール

　【販売】　市役所ピロティ（正面玄関前）

詳しくは　保険健康課長寿社会係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

　ゆめさが大学鹿島校では、第８回

学校祭を開催します。入場は無料。

どなたでも観覧できます。

と　　き　10 月 25 日（金）９時 30 分～

と　こ　ろ　エイブル（ホール、ロビー）

舞台発表　13 時 30 分～ 15 時

　　　　　舞踊、コーラス、

　　　　　　寸劇、フラダンス　など

作品展示　９時 30 分～ 15 時

　　　　　写真、書、手芸、

　　　　　　絵手紙、陶磁器　など

詳しくは　ゆめさが大学鹿島校事務局

　　　　　緯０９５４（６３）２３２２

　地域の人と施設利用者の交流を目

的につながりフェスタを開催します。

　楽しい催し物をたくさん準備して

います。ぜひ、お越しください。

と　　き　10 月５日（土）10 時～ 15 時

　　　　　※雨天決行

と　こ　ろ　鹿島福祉作業所

詳しくは　鹿島福祉作業所

　　　　　緯０９５４（６３）５２８３

　鹿島美術人協会の発足５０年を記

念して、物故会員・現会員の展覧会

と記念シンポジウムを開催します。

懐かしい作家の作品やこれまで歩ん

できた鹿島美術人協会の歴史の一端

を紹介します。皆さんのご来場をお

待ちしています。

と　　き　10月13日（日）～20日（日）

　　　　　10 時～ 17 時

　　　　　※20 日は 16 時まで

と　こ　ろ　エイブル１～３階（15日休館日）

　　　　　かたらい４階市民ギャラリー

入　場　料　無料

記念シンポジウム　鹿島の美術 50 年のあゆみ

と　　き　10 月 13 日（日）14 時 30 分～ 16 時 30 分

と　こ　ろ　エイブルホール

パネラー　金子剛（洋画家）、熊本義泰（陶芸家）、

　　　　　鈴田滋人（染色家）、杉光定（洋画家）

栢来場者に記念誌プレゼント（数に限りあり）

詳しくは　鹿島美術人協会事務局　愛野

　　　　　緯０９０（３６０９）２０６０

その他の相談

暮らしの手続き
無料相談会

弁護士による
無料法律相談会

地域交流会
～つながりフェスタ～

無料調停相談会

ゆめさが大学鹿島校
学校祭を開催します

鹿島美術人協会
５０周年記念展

陶芸教室作品の
展示 ・即売会のお知らせ

情報掲示板 愚 相談・イベント
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TopicsTopics まちの話題

県子連球技大会　鹿島市子ども会代表チームが健闘！

　８月１０日、佐賀県子ども会連合会球技

大会が、伊万里市で開催されました。

　１４チームが出場したドッヂビーには井

手分育友会チームが、１０チームが出場し

たミニバレーボールには上古枝・鮒越子ど

もクラブ合同チームがそれぞれ鹿島市代表

で出場し、白熱した試合が行われました。

　ミニバレーボールでは、中学３年生も参

加する中、上古枝・鮒越子どもクラブ合同

チームは、小学５～６年生の６人だけで、見事３位に入賞しました。

　来年、鹿島市で開催される県子連球技大会に向けて、よい弾みになりました。

偶３位に入賞した上古枝・鮒越子どもクラブの皆さん偶３位に入賞した上古枝・鮒越子どもクラブの皆さん

市内最高齢者を訪問

　９月１０日、市長が市内最高齢者のもと

へ訪問しました。市内最高齢者は永井シナ

さん（１０７歳）です。

　当日は、祝状や祝金を手渡し、長寿をお

祝いしました。

　また、９月中に市内の１００歳以上の高

齢者のもとにも訪問しました。

　これからも元気で長生きしてください。

[ 参考 ]９月１日現在、市内在住の１００歳以上の人は３５人

　市では、九州探検隊アンバサダー協定を締結した博多大丸で、

鹿島市の特産品や農産物の販売を行います。九州各地のおすすめ

の逸品も一堂に集まります。ぜひ、お越しください。

　　と　　き　10 月 26 日（土）～ 27 日（日）

　　　　　　　11 時～ 17 時　※27 日は 16 時まで

　　と　こ　ろ　大丸福岡天神店エルガーラ・パサージュ広場

　市では、九州探検隊アンバサダー協定を締結した博多大丸で、

鹿島市の特産品や農産物の販売を行います。九州各地のおすすめ

の逸品も一堂に集まります。ぜひ、お越しください。

　　と　　き　10 月 26 日（土）～ 27 日（日）

　　　　　　　11 時～ 17 時　※27 日は 16 時まで

　　と　こ　ろ　大丸福岡天神店エルガーラ・パサージュ広場

　産業支援課　緯０９５４（６３）３４１１　産業支援課　緯０９５４（６３）３４１１詳しくは

博多大丸『九州探検隊マルシェ』に出店します博多大丸『九州探検隊マルシェ』に出店します

協定締結式協定締結式

佐賀ものづくりびと表彰式

　８月２３日、ものづくりの分野で活躍している人を表彰する『第

４回世界に翔びたて佐賀ものづくりびと表彰式』が佐賀市で行わ

れました。式では、表彰を受けた６人の内、鹿島市内の企業に勤

める３人が受賞され『ものづくりのマチ鹿島』とともに高い技術

力を持った地域であるとの認識がさらに高まったと思います。

恭市内受賞者

　井上直哉さん　　植松健一さん　　　尾﨑勇輝さん　　

　【森鉄工（株）】　　【東亜工機（株）】　　【川島金属（株）佐賀工場】偶左から、井上さん、植松さん、尾﨑さん偶左から、井上さん、植松さん、尾﨑さん

善行紹介

９月４日、東亜工機株式会社様

から会社創立７５周年の記念と

してご寄附をいただきました。

これに対し、市と市教育委員会

から感謝状をお贈りしました。

ご寄附は、鹿島市の人材育成と

社会教育に役立てて欲しいとの

ご意向に沿って、有効に活用さ

せていただきます。




