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２ Ｒ1（2019）.11.1　広報かしま

　９月３０日に東部中学校で行った『赤ちゃん登校

日』では、民生児童委員の協力のもと、乳幼児と保護

者、３年生の生徒がそれぞれのグループで交流を楽し

みました。赤ちゃんを抱っこしたり、ボール遊びでふ

れあううちに、緊張気味だった生徒もやわらかな表情

を見せ、家族の絆や命の尊さを学ぶ貴重な時間を過ご

していました。

　体験に参加した三原詩月さん（３年）は「赤ちゃん

といっぱいふれあうことができてとても楽しかったで

す。また、お母さんの話をたくさん聞くことができて

とても勉強になりました」と話していました。

　子育て支援センター指導員の山口まつ子さんは「赤

ちゃんのぬくもりや親子の絆を中学生というこの時期

に体感することが大事。この経験を大切に、将来持ち

たい家庭像をそれぞれに描いてほしい」と思いを語ら

れました。

　鹿島市子育て支援センターでは、子育て世代との交

流を目的に、市内中学生を対象とした『赤ちゃん登校

日』を行っています。今年も９月から１０月にかけて、

東部中学校と西部中学校で開催しました。

赤ちゃん登校日赤ちゃん登校日 －東部中学校－－東部中学校－

　暮らしやビジネスに役立ち、郷土の情報満載の２０２０年版

『さが県民手帳』を販売しています。

　カラーは『ネイビー／アイスグレー／ピンク』の３色あります。

価　　格　７００円（15.7×9.0cm）

販　売　所　潤市役所３階企画財政課　潤積文館書店（西牟田）

　　　　　潤鹿島書房（新町）　潤県内セブンイレブン・ローソン各店
　企画財政課秘書広報係

　緯０９５４（６３）２１１４

詳しくは

一冊いかがですか『さが県民手帳』一冊いかがですか『さが県民手帳』
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琴路神社の獅子舞が県知事賞！佐賀県伝承芸能祭琴路神社の獅子舞が県知事賞！佐賀県伝承芸能祭

　９月２３日、県内各地の伝承芸能が一堂に会する第２回佐

賀県伝承芸能祭が開催され、鹿島市の『琴路神社の獅子舞』

が県知事賞を受賞されました。この催しは、伝承芸能の発表

機会を提供することで、継承に向けた機運醸成や継承意欲の

維持向上を図ることを目的に昨年から開催されています。

明るい選挙啓発ポスターコンクール入賞者発表明るい選挙啓発ポスターコンクール入賞者発表

　令和元年度明るい選挙啓発ポスターコンクールに多数の応募を

いただきありがとうございました。

　応募総数１００点のうち、入賞者を発表します。（敬称略）

　選挙管理委員会事務局　緯０９５４（６３）３４１８詳しくは

　恭小学生の部

　　浜　　小１年　池田　望　　　　　浜　　小１年　中島　あずみ

　　浜　　小１年　吉田　絢香　　　　能古見小２年　澤野　なる

　　鹿　島　小３年　野中　陽菜　　　　能古見小３年　植松　咲奈

　　浜　　小３年　永山　倫太郎　　　七　浦　小５年　佐藤　柊人

　　北鹿島小６年　堀　結衣　　　　　七　浦　小６年　石橋　みつき

　恭中学生の部

　　西　部　中１年　伊東　大志　　　　西　部　中１年　大古場　瑠音

　　西　部　中１年　川﨑　望加　　　　東　部　中１年　野中　康生

　　東　部　中１年　真名子　聖十郎　　東　部　中１年　中尾　恭介

　　東　部　中２年　田浦　琉生　　　　東　部　中２年　平　寿充

　　東　部　中２年　井上　優里　　　　東　部　中２年　北村　紳

　　東　部　中３年　一ノ瀬　小梅　　　東　部　中３年　井上　里菜

　　東　部　中３年　北村　愛理奈　　　東　部　中３年　髙田　陽菜

　　東　部　中３年　藤武　かんな

　恭高校生の部

　　鹿　島　高１年　別府　優太　　　　鹿　島　高１年　福田　雅也

県　特　選　作　品県　特　選　作　品
　県の同コンクールに出品して、

髙田陽菜さん（東部中３年）の

作品が特選に選ばれました。

　おめでとうございます！

　県の同コンクールに出品して、

髙田陽菜さん（東部中３年）の

作品が特選に選ばれました。

　おめでとうございます！

　今年は、鹿島市の琴路神社の獅子舞（南川区）と音成の面

浮立（音成区）を含む県内１５団体、また、県外から２団体

が出演され、地域固有の個性豊かな伝承芸能が披露されまし

た。会場も終日満員で、訪れた多くの観客からは盛んに拍手

が送られていました。

琴路神社の獅子舞琴路神社の獅子舞

音成の面浮立音成の面浮立
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　幼稚園・認定こども園・保育所で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。利用するには手続きが必要です。

～幼稚園・認定こども園・保育所～
令和２年度入所申込みのご案内

入所申込みのご案内

恭保育標準時間、保育短時間の区分表

保育の必要な事由

120 時間以上／月の就労就　労

標準時間認定

64 時間以上

　120 時間未満／月の就労

短時間認定

就労期間

支給認定期間

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

120 時間以上／月の就学就　学 就学期間120 時間未満／月の就学

医療機関証明による疾　病 治療期間医療機関証明による

障がいの内容による障がい 必要と認められる期間障がいの内容による

○妊娠・出産 －
出産月前後２カ月

（最大５カ月）

○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○

－ ○

育児休業取得時

※ただし、育休取得以前

　に就労等を理由に在園

　している児童に限る

育児休業が終了する日の

　　　　　属する月まで

　胸標準時間・・・最大11時間利用可能　　　胸短時間・・・最大８時間利用可能

３～５歳入園対象 ０～５歳

制限なし利用できる保護者

各施設申込み先 市役所１階福祉課 各施設

各施設へお問い合わせください申込み期間 12 月２日（月）～ 27日（金） 各施設からお知らせします

各施設へお問い合わせください持参品

噛通帳とその登録印（口座未登録の人のみ）

噛保護者、児童のマイナンバーカードまたは番号通知カード
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新規利用のみ）

噛手続きに来られる人の身元確認書類（運転免許証など）

保育の必要な事由に該当する人（区分表のとおり）

※明朗幼稚園（認定こども園）は、教育・保育の区分で申込み先、申込み期間などが異なります。

新規利用、市外施設利用 継続利用、兄弟姉妹の新規利用
幼稚園　認定こども園（教育）

保育所　認定こども園（保育）

恭利用手続きについて（申込み方法）
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恭幼稚園・認定こども園・保育所の紹介

潤幼稚園・・・心身の発達を手助けする教育施設です。満３歳から入園可能です。

０９５４（６２）３０５２

電　話　番　号

鹿島カトリック幼稚園 執行分 45 人 8：00 ～ 15：00
８：00 ～ 17：30
相談により個別対応可

園　名 所在地 定　員 開園時間 預かり保育時間

潤認定こども園・・・幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設です。

明 朗 幼 稚 園 中牟田 ０９５４（６２）３６４５

園　名 所在地 定　員 電　話　番　号

７：00 ～ 19：00

開園時間（延長・預かり含む）

教育60人　保育20人

潤保育所・・・保育を必要とする児童を、家庭に代わって保育します。

み ど り 園 中　村 80 人 ０９５４（６２）２５８０

園　名 所在地 定　員 電　話　番　号

7：00 ～ 19：00

開園時間（延長時間含む）

保 育 所 め ぐ み 園 井　手 100 人 ０９５４（６３）４４５０7：00 ～ 19：00

ア ソ カ 保 育 園 東　町 100 人 ０９５４（６２）２３７９7：00 ～ 19：00

鹿 島 保 育 園 小　舟　津 60 人 ０９５４（６２）３４８４7：00 ～ 19：00

旭 ヶ 岡 保 育 園 高　津　原 160 人 ０９５４（６３）０１９５7：00 ～ 19：00

こ と じ 保 育 園 若　殿　分 110 人 ０９５４（６３）１３３５7：00 ～ 19：00

誕 生 院 保 育 園 行　成 130 人 ０９５４（６２）０８１０7：00 ～ 19：00

能 古 見 保 育 園 東三河内 45 人 ０９５４（６３）３３１５7：00 ～ 18：30

若 草 保 育 園 下　古　枝 80 人 ０９５４（６２）２８３４7：00 ～ 19：00

共 生 保 育 園 野　畠 50 人 ０９５４（６３）５０６２7：30 ～ 19：00

海 童 保 育 園 八　宿 90 人 ０９５４（６２）０６２７7：00 ～ 19：00

七 浦 保 育 園 東　塩　屋 40 人 ０９５４（６３）１４０１7：00 ～ 19：00

お と な り 保 育 園 音　成 20 人 ０９５４（６２）８３１３7：00 ～ 18：30

飯 田 保 育 園 飯　田 20 人 ０９５４（６２）８９４９7：00 ～ 19：00

※特別に支援が必要なお子さまの保育も全園で実施しています

潤特別保育・・・一時保育、延長保育などを市内全保育所および明朗幼稚園で行っています。

　　　　　　　　（一時保育については各園に直接申し込みをしてください）

入所申込みに関する問合せ先　福祉課社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９

入所申込みのご案内

恭利用調整について
　入所希望者が保育所の受け入れ能力を上回り、保育が必要な子ども

全員が入所できない場合は、原則として次の優先基準を考慮し、施設

利用の調整を市が行います。

　①在園児の継続入所または再入所

　②在園児の兄弟姉妹

　③ひとり親家庭（就労の必要性が高い場合）・生活保護受給・児童

　　が障がいを有している世帯

　④市内・市外在住で、保護者が市内保育所等に勤務する保育士、幼

　　稚園教諭または保育教諭である場合（ただし、月120時間以上の

　　勤務が見込まれる者）

　⑤保護者が育児休業を終了し、職場に復帰する場合

　⑥小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童

　⑦保育所が所在する小学校区に住んでいる児童

　⑧市内在住の児童

　⑨上記の他に理由があり、それが承認された場合
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　水道事業会計の決算は、『収益的収支』で９,５８７万円の純利益となりましたが、『資本的収支』では、

３億３,３５４万円の資金不足となりました。この不足分については、当年度の減価償却費など（補填財源）

を充当し、資金不足を補いました。

一般会計（地方財政状況調査）

公共下水道事業
特
別
会
計

谷田工場団地造成・分譲事業

国民健康保険

後期高齢者医療

収益的収入および支出公
営
企
業
会
計

水道事業
資本的収入および支出

会　計　区　分

１４９億２,２２０万円 １４５億３,８８０万円 ３億８,３４０万円

１５億３,９６７万円 １５億３,９６２万円 ５万円

２,６２７万円 ２,６２７万円 ０円

３７億９,８５３万円 ３７億１,０４７万円 ８,８０６万円

４億１,９１６万円 ４億１,７５６万円 １６０万円

５億４,３３１万円 ４億４,７４４万円 ９,５８７万円

１億２,１３０万円
４億５,４８４万円 ０円

３億３,３５４万円
資本的収入

歳　入 歳　出 決　算　収　支

補填財源

怯決算の概要

　平成３０年度の各会計の決算状況について概要を下記のとおり公表します。詳細については、鹿島市ホームペー

ジ内『平成３０年度決算カード』に掲載しています。

平成３０年度　鹿島市の決算状況

怯指標でみる財政事情

30 年度 29 年度

 市税や普通交付税など毎年入ってくる財源がどのくらい自由に使えるかの指標で、
財政構造の弾力性（余裕）を示し、低いほど余裕があります。
　今決算では主要財源である普通交付税の減や補助費（一部事務組合負担金など）
の増などが影響し、0.9ポイントの増となりました。

　市町村の財政力（自前で調達できる財源）を示す指標で、1.000に近いほど財政
に余裕があります。1.000を超える場合は、普通交付税の不交付団体となります。
　本市は例年０.4台を推移しており、自主財源の確保の難しさを表しています。

経 常 収 支 比 率

94.4％ 93.5％

財 政 力 指 数

0.47 0.46

主　な　指　標　と　説　明

　企画財政課財政係

　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

怯一般会計決算の状況（構成）

市税（税金）
30億5,510万円
（20％）

人件費
（給料、報酬）
21億2,781万円
（15％） 物件費（事務費等）

16億5,095万円
（11％）

扶助費（福祉費）
36億773万円
（25％）

145億3,880万円149億2,220万円

補助金負担金等
14億5,095万円
（10％）

建設事業費
22億52万円
（15％）

公債費（返済金）
7億7,681万円
（5％） 繰出金（他会計）

19億1,303万円
（13％）

地方交付税（国交付金）
36億8,097万円
（25％）

地方譲与税等
7億1,637万円
（5％）

国県支出金
41億6,362万円
（28％）

負担金、使用料等
6億3,107万円
（4％）

繰入繰越金
8億9,010万円
（6％）

市債（借入金）
8億4,074万円
（6％）

その他
9億4,423万円
（6％）

その他
8億1,100万円
（6％）
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平成３０年度鹿島市決算状況

【歳入】
　　歳入全体としては、小学校大規模改修事業などの市
　債（借入金）が減少する一方で、国・県補助金が増加
　したことにより、前年度比 3.9％の増となりました。
　　また、主要財源の税収について、徴収率は昨年度と
　変わりませんが、収入額は前年度比 0.7％の減となり
　ました。

【歳出】
　　少子高齢化対策、道路整備、公共下水道事業などの
　都市基盤整備、さらに基幹産業である農林水産業の活
　性化対策、老朽化施設の改修などで、前年度比 3.5％
　の増となりました。

【基金（積立金）】
　　財源調整として財政調整基金を約１億円、公共施設
　建設基金を約 6,000 万円取り崩しました。
　　また、ふるさと納税基金については、寄附金額の増
　により、約 2 億 9,700 万円を積み立てました。

【市債（借入金）】
　　年度末の残高は、道の駅鹿島整備などの大型事業実
　施に伴い、前年度比 0.9％増の 109 億円となっていま
　すが、このうち国からの交付金で補填される『臨時財
　政対策債』を除けば、実質残高は 61 億円（前年度末
　の残高は 60 億円）となっています。

【今後について】
　　引き続き財政需要の増加が見込まれますが、地方経
　済の景気回復がなかなか進まない中、税収をはじめと
　した自主財源の確保は依然として厳しい状況であり、
　地方交付税（国の交付金）や国県の補助金等に依存す
　る形になっています。
　　今後も、事業の優先度を検証し、更なる財政の健全
　化を図っていく必要があります。

怯平成３０年度の財政状況と今後の展望

議会・総務・
消防

26 億 3,858 万円
18％

福祉・衛生

64 億 5,780 万円
44％

農林水産業
の振興

12 億 7,178 万円
9％

商工観光・
雇用対策

7 億 2,382 万円
5％

土木・建設・
災害復旧

15 億 7,473 万円
11％

学校教育・
生涯学習

10 億 9,528 万円
8％

怯平成３０年度の主な目的別内訳（決算額、構成比）
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　『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』に基づき、『健全化判断比率』と『資金不足比率』を公表します。

　鹿島市の平成３０年度決算では、どの指標も早期健全化基準を下回り、おおむね良好といえます。

　なお、平成３０年度決算の詳細については６～７ページをご覧ください。

怯資金不足比率の公表
　健全化判断比率と同じく、『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』に基づき、公営企業会計の赤字額に関

する指標を算定し、公表しています。３会計とも資金不足額（実質的な赤字額）はなく、良好といえます。

谷田工場団地造成・分譲
事 業 特 別 会 計

公共下水道事業特別会計

水 道 事 業 会 計

会　計　名
平成３０年度決算
資 金 不 足 比 率

（赤字でないため算定されない）

【資金不足比率】

　公営企業会計の資金不足額を、事業の規模

で割ったもの。資金不足額とは流動資産や土

地の売却見込額などを考慮した赤字額で、事

業の規模とは営業収益を基礎として算出した

もの。赤字の場合は正の数で表示され、赤字

でない場合は算定されません。

平成３０年度決算での

　健全化判断比率・資金不足比率を公表します
平成３０年度決算での

　健全化判断比率・資金不足比率を公表します

　企画財政課財政係

　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

平成３０年度健全化判断・資金不足比率

怯健全化判断比率の公表

実 質 赤 字 比 率

　普通会計（鹿島市では一般会計のみ）での

赤字額を、標準的な収入である標準財政規模

の額で割ったもの。

　なお、赤字の場合は正の数、黒字の場合は

負の数で表示されます。

連結実質赤字比率（△15.38％）

　普通会計だけでなく国民健康保険などの特

別会計や水道事業などの公営企業会計の実質

的な赤字額を標準財政規模の額で割ったもの。

　公営企業では赤字の額として資金不足額を

用います。

実質公債費比率

　普通会計の公債費と公営企業会計や一部事

務組合の公債費に対する普通会計の負担金の

合計額を標準財政規模の額で割ったもの。

 18％以上で地方債の発行に際し、県知事の

許可が必要な許可団体となります。

将 来 負 担 比 率

　普通会計、特別会計、公営企業会計、一部事務

組合、第３セクター等の将来の負担すべき実質的

な負債の合計額を標準財政規模の額で割ったもの。

　起債残高や退職手当、債務負担などが実質的な

将来負担の要素となります。

（△4.94％）

6.8％

97.2％

14.00％

19.00％

25.0％

350.0％

20.00％

30.00％

35.0％

定められて

いない

主　な　指　標 平成30年度 早期健全化基準 財政再生基準 指　標　の　説　明

（赤字でないため算定されない）

（赤字でないため算定されない）
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令和元年度　上半期予算執行状況令和元年度　上半期予算執行状況

令和元年度上半期予算執行状況

怯一般会計
　第六次鹿島市総合計画における重要な政

策的事業である定住促進、子育て支援、交

流人口の拡大を目指し『みんなが住みやす

く、暮らしやすいまち』の実現に向けた安

心・安全のまちづくりや施設、道路の整備、

産業の振興に取り組んでいます。

怯特別会計
　公共下水道事業は、大字納富分を中心とした区域の汚水

管の整備や、西牟田雨水ポンプ場などの改築更新を行って

います。

怯企業会計
　水道事業は、本年度も安全でおいしい水を安定的に供給

できるよう、施設の維持管理を行っています。

怯一般会計（予算額１４７億８,０４９万円）

怯特別会計　※谷田工場団地造成・分譲事業は、平成30年度末で廃止

7,164 万円 （4.8％）

収入済額（収入率）

14 億 8,537 万円

予算額

公共下水道事業

会　計　名

3 億 5,590 万円 （24.0％）

支払済額（執行率）

13 億 1,583 万円 （34.6％）38 億 583 万円国民健康保険 13 億 8,593 万円 （36.4％）

1 億 2,319 万円 （28.9％）4 億 2,661 万円後期高齢者医療 1 億 71 万円 （23.6％）

15 億 1,066 万円 （26.4％）57 億 1,781 万円計 18 億 4,254 万円 （32.2％）

怯企業会計（水道）

収益的

区　分

2 億 4,292 万円

予算額

収入

支出 8,562 万円

資本的
2 億 3,580 万円収入

支出 3 億 5,144 万円

怯令和元年度の主な事業
　①ふるさと納税推進事業

　②保育所整備事業

　③小学校大規模改造整備事業

　④社会資本整備総合事業

　⑤辺地道路整備事業

　⑥さがの園芸農業者育成事業

　⑦新市民会館 ( 仮称 ) 建設事業

　⑧伝統的建造物群保存地区事業
　　　　　企画財政課財政係

　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

10 20 30 40 50（億円）010 20 30 40（億円）0

凡例 凡例

⑦新市民会館（仮称）の完成予想図
　令和３年 10 月頃完成予定
⑦新市民会館（仮称）の完成予想図
　令和３年 10 月頃完成予定
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情報掲示板ワイド

　市では、子育て支援施策の一環として、放課後児童クラブを市内全小学校（７校）で運営しています。

　令和２年４月からの放課後児童クラブ入部希望者の申込受付を行います。

　※土曜日（７時３０分～１８時１０分）も全校区の利用希望児童をわんぱくクラブ（リス組・パンダ組）、ひまわりクラブで預かります。

お
知
ら
せ

令和２年度　放課後児童クラブ入部案内

対　象　者　各小学校区の児童

入部要件　昼間、保護者（父母・65歳未満の祖父母）が就労

　　　　　などで不在の家庭

※保護者の就労状況などにより入部できない場合があります

利用時間　おおむね 14 時～ 18時 10 分

※夏休みなどの長期休業中は、７時 30 分～ 18時 10 分

負　担　金　潤月～金曜日利用　3,000 円／月

　　　　　潤月～土曜日利用　4,000 円／月

※別途保険料（800 円／年）と、おやつ代の負担あり

延長サービス事業（全クラブ）

　18 時 10 分～ 19 時（月～金曜日のみ）　※負担金 1,000 円／月

申込方法　印鑑・児童の保険証を持参して福祉課に申し込み

申込期間　11 月１日（金）～ 22 日（金）

そ　の　他　定員を超えた場合、下記の理由によりそれが承認

　　　　　された場合を優先基準として入部を決定します。

　　　　　①新１年生（低学年優先）　②ひとり親・生活保護の世帯

　　　　　③遠距離通学児童　④入部児童の兄弟姉妹　⑤その他

　福祉課社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

怯児童虐待とは？

潤身体的虐待

　殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、

　やけどを負わせる、溺れさせる　など

潤心理的虐待

　言葉による脅し、無視する、罵声をあびせる、兄弟間で差別

　的に扱う、子どもの目の前で他の家族に暴力をふるう　など

潤ネグレクト（養育放棄）

　食事を与えない、病気でも病院に連れて行かない、ひどく不

　潔にする、自動車の中に放置する、家に閉じ込める　など

潤性的虐待

　子どもへの性的行為、性的行為を見せる、

　ポルノの被写体にする　など

お
知
ら
せ

１１月は児童虐待防止月間です

怯虐待のサイン

潤子どもの様子

　不自然な傷やあざ、家に帰りたがらない、攻撃的

　で乱暴な行動、衣類や体がいつも汚れている　など

潤保護者の様子

　近所や地域の中で孤立している、頻繁に子どもを

　家に残し外出する、子どもや家族の不満をよく口

　にする　など

潤家族の様子

　頻繁に子どもの泣き声が聞こえる、怒鳴り声や物

　を投げつける音がする、子どもがいるのに姿を見

　かけない　など

　福祉課社会福祉係　　　緯０９５４（６３）２１１９

　佐賀県中央児童相談所　緯０９５２（２６）１２１２

詳しくは

虐待防止のためには地域で温かく見守ることや、さりげない声かけが大切です。虐待のサインに気づいた

場合はご連絡ください。　児童相談所全国共通ダイヤル　緯１８９

　　　　　　　　　　　（連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や内容に関する秘密は守られます。）

※夏休みなどの長期休暇中利用場所が変更となるクラブ
　星の子クラブ　閣　七浦小ゆめっ子クラブ

わんぱくクラブ　リス組

わんぱくクラブ　パンダ組

わんぱくクラブ　キリン組

げ ん き ク ラ ブ

ほ が ら か ク ラ ブＡ

ほ が ら か ク ラ ブＢ

す ぎ の 子 ク ラ ブ

ひ ま わ り ク ラ ブＡ

ひ ま わ り ク ラ ブＢ

光 の 子 ク ラ ブＡ

光 の 子 ク ラ ブＢ

か が や き ク ラ ブＡ

か が や き ク ラ ブＢ

ゆ め っ 子 ク ラ ブ

星 の 子 ク ラ ブ

ク　ラ　ブ　名

ほ が ら か ク ラ ブＣ

鹿 島 小

鹿 島 小

鹿 島 小

明 倫 小

明 倫 小

明 倫 小

能 古 見 小

古 枝 小

古 枝 小

浜 小

浜 小

北 鹿 島 小

北 鹿 島 小

七 浦 小

音 成 分 校

学　校　区

明 倫 小

40 人

40 人

25 人

40 人

35 人

35 人

39 人

35 人

35 人

21 人

39 人

35 人

35 人

39 人

15 人

定員

25 人
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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。

申請についての留意点

　支給の対象となる被保険者の皆さんには、１２月

ごろにお知らせする予定です。お知らせが届いたら、

保険健康課の窓口に申請してください。

　医療機関や薬局で１カ月に支払った医療費が上限額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されま

すが、平成３０年８月に７０歳以上の上限額が見直されたことに伴い、一般区分　については７月３１日を基準日

として、１年間（８月～翌年７月）の外来の自己負担額に１４万４千円の上限額が設けられ、その上限額を超えた

額が高額療養費（外来年間合算）として支給されます。

※一般区分とは、本人または同一世帯内に住民税が課税されている被保険者で、医療費の一部負担金の割合が１割または２割の人です。

お
知
ら
せ

高額療養費（外来年間合算）のお知らせ

※

支給要件

　平成３０年８月から令和元年７月末までに被保険

者が医療機関や薬局で支払った外来の医療費の自己

負担額から月間の高額療養費を除いた額のうち、１

４万４千円を超えた額を支給します。
平成 30 年８月から令和元年７月末までの間に
煙転入または転出した人　煙医療保険を変更した人
煙医療保険を喪失した人（死亡や生活保護受給など）
　には、申請の対象となる旨のお知らせができない
　場合があります。

　令和元年７月 31 日時点で鹿島市国保

　または後期高齢者医療の人

　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

※以外の人は、それぞれの医療保険へお尋ねください。

　食べ物を『噛む』ことがどれほど健康に関わっているか、意外と知られていません。噛む機能を維持するために、

日ごろから正しい歯みがきで口の中を清潔にしておくこと、健口体操などを行うこと、そして、かかりつけ歯科医

院による口腔管理をお勧めします。

お
知
ら
せ

　　　し

『歯あわせ健診』を行っています
　お口の状態を知って、健康寿命を延ばしましょう。

　対　象　者　今年度 76 歳になる人
　　　　　　※対象者には受診券を送付しています

　佐賀県後期高齢者医療広域連合

　緯０９５２（６４）８４７６

　佐賀県在宅歯科医療推進連携室

　緯０９５２（２５）２２９１

詳しくは

噛むことの効用として

焔食べ物をおいしく食べることにより、精神的、心理的
　な生きる喜びや健康の喜びを味わうことができる

焔唾液の分泌を促進し、消化を助ける

焔満腹感を高めて食欲が抑えられ、脂肪が燃焼しやすく
　なることで、肥満予防につながる

焔脳の血流を促進し、脳の働きを活性化する

生きることは食べること
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お
知
ら
せ

武雄税務署からのお知らせ

　武雄税務署総務課

　緯０９５４（２３）２１２７

詳しくは

恭災害減免、特例等について
　今回の令和元年８月大雨などによる災害で被災

され、国税の申告や申請、請求、納税などを期限

までにできないときは、期限の延長や納税の猶予、

また、軽減・免除や特別控除などができる場合が

あります。

　詳しくは武雄税務署までお問い合わせください。

恭年末調整説明会（事業者対象）の開催
　年末調整とは、その年に納めるべき所得税額を

正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不

足額を求め、その差額を徴収または還付（返還）

する手続きです。

　と　　き　11 月 27 日（水）　※②のみの参加可

　　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

お
知
ら
せ

令和２年　鹿島市成人式のご案内

と　　き　令和２年１月 12 日（日）

　　　　　受付 13 時～　開式 14 時～

と　こ　ろ　生涯学習センターエイブル

※市民会館建替え工事のため、会場が例年と異なります。

栢当日は新成人のみ会場（エイブルホール）に入場

　可能です。保護者の人は、エイブル内の別室モニ

　ターで観覧できます。

対　　象

　平成 11 年４月２日から平成 12 年４月１日までに

生まれた人で、以下のいずれかに該当する人

　①鹿島市に住民登録している人

　②市外に転出した人

　③市内の学校に在籍または卒業した人

　④市内で働いている人

※①の人は案内ハガキを送付中です。

　②③④の人で参加を希望する人はご連絡ください。
　生涯学習課社会教育・文化係

　緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは

と　　き　11 月 23 日（祝）10 時～ 14 時

と　こ　ろ　唐津市健康サポートセンター『さんて』 

　　　　　（旧唐津赤十字病院南病棟跡地）

内　　容　医師による講演、体験・相談コーナー等 

参　加　費　無料　※事前申込不要

　佐賀県後期高齢者医療広域連合

　緯０９５２（６４）８４７６

詳しくは

　糖尿病の予防に関する講演会等のイベントを開催します。会場では各種測定や健康相談を行います。

この機会に身近な病気である糖尿病の予防のコツを身につけましょう。

お
知
ら
せ

『ストップ糖尿病・ストップ肝炎』イベント開催

お
知
ら
せ

旬を楽しむ！みかんでハーバリウムを作りませんか

　市内の特産品“みかん”を使った体験学習を行います。

みかん狩りや、ドライフルーツを使ったハーバリウム作

りにもチャレンジします。親子での参加も大歓迎です。

　申し込みは、問合せ先までご連絡ください。

と　　き　11 月 30 日（土）９時～

集　　合　市役所玄関前　※雨天決行

対　　象　市内小学生（１～３年生は保護者も参加）

参　加　費　煙児童 500 円　煙保護者 700 円

鹿島市青少年育成市民会議事務局（生涯学習課内）　緯０９５４（６３）２１２５申込・問合せ先
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　年末年始に、一時的な占用申請を希望される人は、次のような取り扱いをします。

お
知
ら
せ

年末年始の祐徳門前水路の
一時的な公有水面占用申請について

　都市建設課土木管理係　緯０９５４（６３）３４１５詳しくは

対象期間　12 月１日（日）～令和２年２月 29 日（土）

対象水路　古枝字堂園甲１５５５番１地先水路

申請期間　11 月１日（金）～ 12 日（火）

　　　　　８時 30 分～ 17 時 15 分

　　　　　※土・日・祝日を除く

申請窓口　市役所２階都市建設課土木管理係

申請の競合状況の確認は、市へ問い合わせください

　競合確認日　11 月 13 日（水）８時 30 分～ 17 時 15 分

申請が競合した場合は、申請者による協議とします

　協議日時　11 月 14 日（木）10 時～ 11 時　※受付９時～

　協議会場　新世紀センター２階会議室

　年内に納付した国民年金保険料は、全額が所得税・市町村民税等の社会保険料控除の対象となります。年末調整

や確定申告で国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合には、『社会保険料（国民年金保険料）控除証

明書』の添付が必要ですので、申告を行うまで大切に保管してください。

お
知
ら
せ

令和元年の社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書が送付されます

　武雄年金事務所　緯０９５４（２３）０１２１詳しくは

※納め忘れなどがある場合も、年内に納付すれば、今年分の控除として申告できます。

怯平成 31 年１月１日～令和元年９月 30 日までの間に納付実績のある人 ・・令和元年 11 月上旬

怯令和元年 10 月以降に今年初めて国民年金保険料を納付した人・・・・・・令和２年２月上旬
送付時期

　住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、１１月５日から住民票やマイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧氏

の併記ができるようになります。旧氏併記を希望する場合は、住所地での手続きが必要です。

お
知
ら
せ

住民票に旧氏（旧姓）を併記できるようになります

申請窓口　市民課

必要書類　・マイナンバーカード

　　　　　・旧氏が記載されている戸籍から現在の

　　　　　　氏が記載されている一連の戸籍

※マイナンバーカードを持っていない場合は、運転

　免許証等の本人確認書類が必要です。
　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７詳しくは

栢申請を希望する人は、事前にお問い合わせください。

旧氏（旧姓）の併記とは
　結婚や養子縁組によって氏が変わった者が、仕事
や社会生活においてキャリアの継続性を保つことが
できるように、住民票等に過去の氏を併記する制度

　女性をめぐるさまざまな人権問題についての相談を受け付けます。

　秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。

お
知
ら
せ

　佐賀地方法務局人権擁護課

　緯０９５２（２６）２１９５

詳しくは

全国一斉『女性の人権ホットライン』強化週間

と　　き　11 月 18 日（月）～ 24 日（日）

　　　　　焔月～金　８時 30 分～ 19 時　焔土・日　10 時～ 17 時

※強化週間以外でも月～金曜日の８時30分～17時15分は開設しています

電話番号　０５７０（０７０）８１０

相談担当　法務局職員、人権擁護委員



１４ Ｒ1（2019）.11.1　広報かしま

建おくすりノートを持っていきましょう

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

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

日 在宅当番医 所在地
谷口医院　　　　　緯０９５４（６６）３５６８
田中医院　　　　　緯０９５４（４３）２１１１
村山小児科　　　　緯０９５４（６３）１１５８
太田医院　　　　　緯０９５４（４３）１１４８

12日
5日

19日
26日

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7月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成30年4月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成28年4月生まれ）

20 日（水）

21 日（木）

7 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 6・13・20・27 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 14 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 9 月生まれ

赤ちゃん相談 13 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） 19 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） 26 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 6 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 21 日（木） 13時45分～14時
内　容　歯科診察、フッ化物塗布 ※必ず歯磨きをしてきてください
対　象　平成 29 年 11 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11月

November
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　鹿島市区長会秋季大会を開催します。皆さんのご参加をお待ちしています。

お
知
ら
せ

　総務課総務係　緯０９５４（６３）２１１１詳しくは

『鹿島市区長会秋季大会』を開催します

と　　き　11 月８日（金）14時 30 分～

と　こ　ろ　エイブルホール

内　　容　14時30分　開会、市からの報告

　　　　　15時15分　記念講演　鎌倉武士はフェミニスト？！

　　　　　　　　　　　　　　　　最古の武将の家訓に学ぶ『いい夫婦』の知恵

　　　　　　　　　　講　　師　石川　真理子さん

　　　　　16時30分　鹿島市社会福祉協議会健康体操披露

　　　　　16時45分　対　談　会　人生１００年時代をどう生きるか

　　　　　※時間帯・内容等を変更する場合があります

参加無料

石川真理子さん
　武士道や武家の生活文化を独自に学び、婦

道についての執筆やセミナーなど、全国的に

活動されています。

お
知
ら
せ

秋季全国火災予防運動が始まります
ー１１月９日（土）～１５日（金）ー

　鹿島消防署予防係　緯０９５４（６３）１１１９詳しくは

怯平成 30 年中の火災発生原因

杵藤地区

　１位　たき火・・・・・・・・・・１６件

　２位　火入れ・・・・・・・・・・・７件

　３位　たばこ・・・・・・・・・・・５件

　１１月９日から１５日まで、秋季全国火災予防運動が行われます。火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、

火の取扱いには十分注意しましょう。
と　　き

　11 月３日（祝）

　９時 30 分～ 12時

　※雨天時、災害発生時は中止

と　こ　ろ

　市役所庁舎前大駐車場

内　　容

　煙消防車・救急車・

　　　　水上バイク見学

　煙消防士体験

　煙消火・煙中体験

　煙ロープ渡り体験　など

親子で楽しめる！！

　火の用心フェアを

　　　　　開催します

親子で楽しめる！！

　火の用心フェアを

　　　　　開催します

怯平成 30 年以降の火災発生状況

総件数 ６４ ４３ ７

建　物 ２７ １６ ５

車　両 ４ ４ １

林　野 ６ ６ １

その他 ２７ １７ ０

杵藤地区 鹿島市内

令和元年７月現在平成30年
杵藤地区

火災
件数

乗車体験や

　記念撮影もできるよ！乗車体験や

　記念撮影もできるよ！

　『障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律』（いわゆる『障害者虐待防止法』）に基づき、

障がい者虐待の通報や虐待を受けた障がい者からの届け出の受け付けなど、相談専用窓口を開設しています。

　障がい者虐待の疑いがあれば、まずは相談窓口へご連絡ください。

お
知
ら
せ

障がい者虐待の相談窓口を開設しています
～まずはご連絡ください～

　福祉課障がい福祉係

　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは

平日８時 30 分～ 17 時 15 分　市役所１階福祉課

緯０９５４（６３）２１４０

姉０９５４（６３）２１２８

24 時間対応窓口　市障がい者虐待防止センター

緯０８０（６４５５）６７０９
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　歴代鹿島藩主が収集した膨大な蔵書『中川文庫』は全国屈

指の大名文庫です。

　令和へと改元が行われた本年、中川文庫から元号の典拠と

なった書物を紹介しながら鹿島の歴史を振り返ります。

と　　き　11 月５日（火）～ 12月 10 日（火）

　　　　　９時～ 16 時 30 分（入館 16 時まで）

と　こ　ろ　祐徳博物館

入　館　料　煙大人　300 円　煙高校生　200 円

　　　　　煙小・中学生　100 円　市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

お
知
ら
せ

鹿島市民図書館・祐徳博物館連携展示

中川文庫でたどる元号の歴史～その時、鹿島は～

　税制改正に伴い、令和元年１０月１日以後に開始する事業年度分から、法人市民税（法人税割）の税率が変わり

ます。なお、均等割の税率は変わりません。詳しくは税務課までお問い合わせください。

お
知
ら
せ

法人市民税（法人税割）の税率が変わります

栢予定申告での経過措置栢
　令和元年１０月１日以後に開始する最初の事業年

度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税

割額に３.７を乗じて得た金額を前事業年度の月数で

除して得た金額とする経過措置があります。　税務課課税係　　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

令和元年９月 30 日以前
（旧税率）

令和元年 10 月１日以降
（新税率）

事業年度開始の年月日

税　率 １２．１％ ８．４％

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

募集締切　11 月 22 日（金）　※郵送可、必着 　保険健康課地域包括支援センター

　緯０９５４（６３）２１６０

詳しくは

提出方法　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

　１１月１５日（金）から狩猟解禁となります。山林などへ行かれる際は、目立つ色の服装やラジオの音量を上げ

るなど、狩猟者へ注意喚起を行ってください。また、イノシシやサルなどの野生動物を目撃したら、速やかに安全

を確保し、市役所や猟友会、警察へ連絡をお願いします。

お
知
ら
せ

　農林水産課農政係　緯０９５４（６３）３４１３

　鹿島猟友会　森田　緯０９０（１９２０）２３６７

　鹿島警察署生活安全課　緯０９５４（６３）１１１１

詳しくは　市街地でも中型ほ乳類（アライグマ、タヌキ、アナ

グマなど）による被害も増えています。食品残渣の放

置や戸締りにご注意ください。

～注意してください～

『狩猟解禁』のお知らせ
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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

怯ひろばの集い

11 日（月）　

　『親子で足もみ♡
　　触れ合いマッサージ day♪』

25 日（月）

　『年賀状に使える
　　　　　　　　寝相アート day♡』

（共通）

時　間　11 時～ 11 時 45 分

場　所　子育て支援センター

対　象　５か月～就学前児と保護者

※詳しくは facebook をご覧ください

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

2 日（土）
3 日（祝）
4 日（振休）
9 日（土）

10 日（日）
16 日（土）
17 日（日）
23 日（祝）
24 日（日）
30 日（土）

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
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

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

郭市ではＬＩＮＥによるイベント情報などの
　配信を行っています（友だち追加用ＱＲコード）
LINEホームページ　http://line.naver.jp/

日 在宅当番医 当番薬局
別府整形外科　緯（６３）３０６３3 日（祝） 溝上薬局西牟田店
志田病院　緯（６３）１２３６4 日（振休） 溝上薬局北鹿島店
織田病院　緯（６３）３２７５10 日（日） 溝上薬局スカイロード店
犬塚病院　緯（６３）２５３８17 日（日） アルバ薬局
納富病院　緯（６３）１１１７23 日（祝） アルナ薬局鹿島店
西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０24 日（日） 前山薬局

市役所
保健センター

2・9・16・30 日（土）
3・23 日（祝）、4 日（振休）、
10・17・24 日（日）

24 日（日）
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

5・12・19・26 日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

4 日（振休）、11・18・25 日（月）、
24 日（日）

産業活性化施設
（海道しるべ）

5 日（火）、11・18・25 日（月）、
28 日（木）

5 日（火）、11・18・25 日（月）

3・23 日（祝）、4 日（振休）、
5・12・19・26 日（火）、
24 日（日）

令和元年９月３０日現在

鹿島市
－

－ 9 人能古見

－浜

－－北鹿島

－

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

29,050

13,750

3,399

2,952

2,751

3,450

2,748

13,727

15,323

10,807

5,430

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

18 人 1 世帯

20 人 14 世帯

1,148 世帯 3 世帯

1,007 世帯

1,254 世帯

1,021 世帯

947 世帯

4 人

6 人

12 人

7 人

2 人

16 人

2 世帯

4 世帯

－ 5 世帯

1 世帯

－

－ －

－

－
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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

恭健康づくり教室開催中～ロコトレでロコモ予防～

と　　き　毎週金曜日 10時～ 11 時 30 分

と　こ　ろ　七浦海浜スポーツ公園体育館

内　　容　ストレッチ、リズムダンス　など

対　　象　おおむね 40 歳以上

参　加　費　無料

持　参　品　タオル、動ける服装、体育館シューズ、飲み物　など

　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

恭健康長寿のための介護予防料理教室　～認知症予防・疾病予防～

　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。

内　　容　煙認知症予防～脳の血流をよくする油～　11 月 27 日（水）

　　　　　煙疾病予防～おいしく減塩～　　　　　　12 月 11 日（水）

講　　師　溝上薬局　管理栄養士

時　　間　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

　新たな市民会館については、１１月末までに実施設計

が完成する予定です。設計の打合せではパソコンを使っ

て３Ｄモデルを見ながら建物の内部および外部の形や色、

各諸室の雰囲気や仕上がりの状況を確認しています。

　３Ｄモデルは２次元的なペーパーの設計図では分かり

づらい部分も確認することができる優れもので、非常に

参考になりました。

　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

　１１月からは、本格的に旧市民会館の躯体（ＲＣ構造物）

の撤去が開始されます。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します。

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。まだまだ駐車場などでのポイ捨てが見受けられます。

　望まない受動喫煙をなくすため、市民の皆さんのご協力をお願いします。

　総務課総務係　緯０９５４（６３）２１１１詳しくは

新市民会館３Ｄモデル新市民会館３Ｄモデル
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このごみどの袋・人権の輪

No.151

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　世界では、脱プラスチックごみ社会の実現に向けて動き出しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エスディージーズ

　国連では持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の中で、目標１２『持続可能

な消費と生産パターンの確保』および目標１４『海洋資源の保全』を掲げ、

プラスチックごみ問題への対策にさまざまな分野で取り組んでいます。

　鹿島市では、容器包装プラスチック・ビニール

類用の市指定ごみ袋（黄）でプラスチックの分別

に取組んでいます。商品を入れた容器や、包んだ

ものが対象となります。例えば、豆腐や卵のパッ

クやお菓子の袋などです。

　分別することで可燃ごみを減らしましょう。

プラスチックの分別にご協力を！プラスチックの分別にご協力を！

なくそう児童虐待
～１１月は児童虐待防止推進月間です～

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

　子どもの福祉を守る法律として
『児童福祉法』があります。しか
し、児童虐待は急激に増え始めま
した。その悲劇にストップをかけ
るため、平成１２年１１月に児童
虐待防止法が施行されました。こ
の法律で『身体的虐待』『ネグレ
クト（養育の放棄・怠慢）』『心
理的虐待』『性的虐待』の４種類
を児童虐待と定義づけ、「何人も
児童に対して、虐待をしてはなら
ない」と虐待の禁止が明確にされ
ました。さらに、厚生労働省では
１１月を児童虐待防止推進月間と
位置づけ、全国各地で集中的な広
報・啓発活動を行っています。ま

た、児童への虐待のない社会の実
現を目指す市民運動『オレンジリ
ボン運動』も行われています。し
かし、その後も児童虐待に歯止め
がかからず、多くの児童が死傷す
る事件が後を絶ちません。
　平成３０年度に全国の児童相談
所が対応した児童虐待件数は、
159,850件で、前年度より26,072
件（19.5%）増え、過去最多を更
新し、統計を取り始めた平成２年
度から２８年連続で増加していま
す。その内訳は、心理的虐待
88,389件、身体的虐待40,256件、
ネグレクト29,474件、性的虐待
1,731件となっています。

　佐賀県では、前年度より103件
増の351件が報告されています。
　このような児童虐待が起こる背
景には、親の経済的な困難（貧
困）・不安定な就労や孤立した子
育てによるストレスなどが原因と
なって起こると言われています。
　家庭という密室で起こる児童虐
待は、他人の目に触れることが少
なく、近所の人でも気づかないこ
ともあります。また、「虐待で
は?」と思っても「よその家庭の
ことだから」と黙っていては、虐
待はなくなりません。児童虐待を
防ぐためには、私たち一人ひとり
が地域の中でお互いに声を掛け合
い、子どもや家庭の変化に気を配
ることが大切です。
　多くの人に見守られる環境こそ
が虐待から子どもを守る手立てに
なります。「虐待では?」と思っ
たら、児童相談所や市役所福祉課
に相談されるようお願いします。

平成３０年度小中学校『人権標語』特選・準特選の作品を紹介します

ともだちと　ゆずりあいっこ　いいきもち　　　江頭　拓真（浜小２年）
それぞれの　ちがいを認め　理解する　　　　　森田　裕也（西部中３年）

※学年は平成 30年度人権標語
紹　介
人権標語
紹　介

生活ごみの減量化にご協力ください　猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿
　令和元年８月２８日の大雨により、さが西部クリーンセンターを構成する市町で、家屋の

浸水など甚大な被害に見舞われた皆様に心より、お見舞い申し上げます。

　災害によるごみの処理枠を確保するため、生活ごみの減量化をお願いします。食べ残しを

減らす、プラスチック類をリサイクルに回すなど、皆さんのちょっとした取り組みが減量化

につながります。ご理解とご協力をお願いします。
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TopicsTopics まちの話題

善行紹介

９月２４日、祐徳薬品工業株式

会社様から地域社会への恩返し

とのことで、市内小中学校９校

にカットバン６種類、２４３個

のご寄附をいただき、昨年に続

き今回２回目となります。

ご寄附は、ご意向に沿って子ど

もたちのために活用させていた

だきます。

高齢者自転車県大会　能古見支部チーム　３位入賞！

　９月２８日、佐賀市大和勤労者体育セン

ターで開催された交通安全高齢者自転車佐

賀県大会に、地区大会で優勝した鹿島地区

交通安全協会能古見支部チームが出場しま

した。

　この大会は、自転車の安全走行の実技と

交通ルールの知識を問う学科テストの点数

を競うもので、熱心な練習の成果を発揮し

た能古見支部チームが、各地区代表の１４

チーム中、見事３位入賞を果たしました。

空き家等の適正管理対策に関する協定締結

　１０月１５日、市役所で『空き家等の適

正管理対策に関する協定書』の締結式が行

われました。

　この協定は、鹿島市シルバー人材セン

ター、鹿島商工会議所、佐賀県宅地建物取

引業協会杵藤支部と鹿島市の４者が、家主

の不在や家族が遠方にいることなどによる

空き家の問題を協力・連携しながら解決し

ていくためのもので、鹿島市シルバー人材

センターが、家主より依頼を受けて、空き家周辺の見回りや除草、剪定などを

行っていくことになりました。

交通安全功労者表彰

　１０月１７日、令和元年度佐賀県交通安

全功労者表彰式が佐賀県庁で行われ、松本

靖男さん（小宮道）が交通安全功労者とし

て表彰されました。

　松本さんは、多年にわたり鹿島市の交通

安全指導員として活動するなど、交通安全

のための献身的なご尽力が認められての受

賞となりました。

と　　き　11 月９日（土）13 時 30 分～ 17 時

と　こ　ろ　鹿島市民体育館
興こどもプロレス体操教室　　　13 時 30 分～

興こどもたちのいじめ撲滅発表　14 時～

興チャリティプロレス大会　　　15 時～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まさかど

　子どもたちからいじめを無くしたい。いじめを受けていたプロレスラー将火怒とともに、いじめをしない勇気

と夢を持つ大切さをプロレスを通して、皆さんと楽しみながら考えるイベントです。

参加無料
子どもからお年寄りまで、どなたでも
参加できます。ぜひ、お越しください！
子どもからお年寄りまで、どなたでも
参加できます。ぜひ、お越しください！

鹿島市活性化いじめ撲滅チャリティプロレス大会鹿島市活性化いじめ撲滅チャリティプロレス大会

※駐車場に限りがありますので、
　乗り合わせでお越しください。

　生涯学習課スポーツ係

　緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは 地域活性化いじめ撲滅プロレス実行委員会

（代表　古場）　緯０９０（２０８７）７９３８

第１回第１回
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 文化・スポーツの活動で、優秀な成績を収めた個人と団体の大会結果をお知らせします。皆さんおめでとうございます！（敬称略）

文化・スポーツの結果文化・スポーツの結果

　
皐第47回七夕書道展覧会

　特　選　　　神代　美拓（明倫小６年）

　書教連賞　　小森　愛華（明倫小６年）

　土肥春嶽賞　古賀　優莉奈（鹿島小４年）

　奨励賞　　　小野　真奈美（明倫小４年）

　　　　　　　出水田　天歌（鹿島小５年）

　　　　　　　馬場　愛佳（明倫小５年）

皐佐賀県こども絵画コンクール

　知事賞　小森　愛結（明倫小３年）

　佳作賞　小森　和香（明倫小１年）

皐佐賀県愛鳥週間ポスターコンクール

　知事賞　　　坂本　孝太（東部中２年）

　農林水産部長賞　中村　遥奈（東部中２年）

皐第 45 回剛柔会全国空手道選手権大会

　開　催　日　７月27～28日（長崎県佐世保市体育文化館）

　【一般男子形競技】【一般男子軽量級組手競技】

　　５位（優秀賞）　馬場　海星（長崎国際大１年）

皐第30回全九州テコンドー選手権大会

　開　催　日　８月 24 日（長崎県立総合体育館）

　　【小学２年女子組手】　

　　　優勝　川島　涼羽（浜小２年）

　　【小学４年男子軽量級組手】　

　　　２位　川島　真友（浜小４年）

皐第52回佐賀県高等学校新人陸上競技大会

　開　催　日　９月 14 日（鹿島市陸上競技場）

　【走幅跳】【三段跳】　優勝　山口　眞白（佐賀北高２年）

　【800ｍ】　　　２位　西野　天葉（佐賀清和高２年）

　【走高跳】　　　２位　一ノ瀬　凜（鹿島高２年）

　【1500ｍ】　　　３位　松浦　亜依（白石高２年）

　【400ｍハードル】　３位　永渕　豊人（龍谷高１年）

皐第51回九州ジュニア水泳競技大会

　開　催　日　10月５～６日（長崎県長崎市民総合プール）

　【13 ～ 15 歳男子 50ｍ・100ｍ平泳ぎ】　

　　優勝　森田　敏正（西部中３年）

　　※佐賀県中学新記録・大会新記録

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 歳以下女子 50ｍ自由形・バタフライ】　

　　優勝　島　七海（鹿島小５年）

皐秋季福岡合同水泳記録会2019

　開　催　日　９月１日（福岡県立総合プール）

　【男子 50ｍバタフライ】　

　　３位　山口　浩生（鹿島小６年）

皐第24回佐賀県スイミングクラブ協議会交流会

　開　催　日　９月８日（佐賀ユートピアスポーツクラブ）

　小学６年女子【25ｍ背泳ぎ】　２位　　　最優秀選手賞　
　　　　　　　【50ｍ自由形】　２位　　　　市原　稚子
　　　　　　　【25ｍバタフライ】　３位　　　（鹿島小６年）

　小学３年男子【50ｍ背泳ぎ】　２位　　　　小池　颯馬
　　　　　　　【50ｍ自由形】　３位　　　（鹿島小３年）

皐佐賀県中学生学年別大会《ソフトテニス》

　開　催　日　８月 25 日（佐賀サンライズパーク、松浦河畔公園）

　【男子１年生の部】　２位　林田　千昇・松尾　優希（西部中１年）

　【女子１年生の部】　優勝　武富　美咲・山口　華音（西部中１年）

　 ２位　山上　珠花・松本　あさ（西部中１年）

　 ３位　植松　心愛・山口　由莉（西部中１年）

皐全日本卓球選手権大会県予選

　開　催　日　９月 14 日（県総合体育館）

　【13 歳以下カデット男子シングルス】

　　３位　峰松　晃太郎（東部中１年）

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

猫との共存を考える
　自分の飼い猫以外にエサを与え続けていると、野良猫や他人が

放し飼いにしている多くの猫が１カ所に群れることになります。

猫が群れると…
　煙猫同士のケンカによる騒音

　煙伝染病の感染が多発（特に子猫）

　煙近隣住民へ糞尿などの問題

　煙砂場など衛生上の問題

　煙ごみをあさるなどの問題

　煙子猫が次々に生まれ、乱繁殖となり悪循環に…

　　　など、いろいろなトラブルの原因になります。

　市では、無用な繁殖を防ぐために、犬・猫の避妊、

去勢手術費用の一部を補助しています。また、野良猫

の糞尿にお困りの人へ２０日間以内で『猫よけ器』を

貸し出しています。ぜひご活用ください。

　「かわいいから」「お腹がへっているだろう」など、

安易にエサを与えた結果、不幸な猫を増やしてしま

うことになりかねません。エサを与える前に、猫と

の共存についてもう一度よく考えてみましょう。

　生涯学習課スポーツ係　緯０９５４（６３）２１２５詳しくは

栢県大会以上で上位入賞者の情報がありましたらご連絡ください
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こんなときこのひとこと・学校だより

今月のキーフレーズ
　　　　　“have a blast”

この表現は、「とても楽しい時間を過ごす」という意味で使われます。

No.167

Megan:

Jack:

How was the BTS concert? Did you 
have a lot of fun?
I did! I had a blast.

（メガン）

（ジャック）

ＢＴＳのコンサートどうだった？楽

しかった？

あぁ！すごく楽しかったよ。

John:

Sarah:

Thanks for inviting me to your party 
last night, I had a blast.
Thanks for coming! I’m glad you 
enjoyed it.

（ジョン）

（サ　ラ）

昨夜はパーティーに招待してくれて

ありがとう。すごく楽しかったよ。

来てくれてありがとう。楽しんでく

れて嬉しいわ。

アマンダ先生

学 校 だ よ り

西部中学校

No.270

体育大会

　９月１５日、晴天に恵まれた中、

第４５回体育大会を開催しました。

『全身全霊で戦え！新時代の英雄た

ち』を大会スローガンに全校生徒が

一丸となり、各競技や応援団競演を

繰り広げました。新しい西部中学校

体育大会のスタイルを創り上げよう

と団色のＴシャツを着用し、各団の

団結力や所属感を深めることとしま

した。その結果、全員が一つ一つの

競技や係の仕事に精一杯の力を出し

切り、大会スローガンどおりの令和

のスタートにふさわしい体育大会と

なりました。

　各学年の団体種目や学級対抗全員

リレーでは、学級の『和』『団結

力』の競い合いで大いに盛り上がり

ました。応援団競演では、３年生の

リーダーシップのもと、各団、工夫

を凝らした動きと熱意のこもった声

援を披露してくれました。また、応

援パネルでは各団のテーマや意気込

みを表現していました。

～実行委員長の感想～

　今年の体育大会は、全校生徒が全

身全霊で取り組み、応援して下さる

皆さんを感動させられるような体育

大会にするために準備から頑張って

きました。令和最初の体育大会とい

うことで、みんなも気合が入り、本

番に近づくにつれてどんどん団結を

深めていく団が増えてとても嬉し

かったです。大変なこともありまし

たが無事に終えることができ、全員

の心に残る体育大会になりました。
寓応援団競演　白軍優勝



２３広報かしま　Ｒ1（2019）.11.1

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　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

恭本をゆずる市
　図書館の本で不要になったものや市民の皆さんから募集した本を
１人１０冊までお譲りします。※本を入れる袋をお持ちください
　と　き　11 月２日（土）～４日（振休）９時 30 分～ 17 時
　　　　　11 月６日（水）～８日（金）９時 30 分～ 19 時
　ところ　図書館内　　冊　数　１人 10 冊まで　※４日以降無制限

恭苔玉づくりワークショップ（中学生以上対象）
　と　き　12 月１日（日）　①10 時～　②10 時 30 分～　③11 時～　④11 時 30 分～
　ところ　図書館内　　定　員　各６人　　参加費　無料
　申　込　11 月６日（水）から電話・カウンターで受付開始

恭郷土史講演『内務官僚・田澤義鋪の国家構想　－田澤が追い続けた理想の政治とは－』
　と　き　12 月８日（日）10 時～ 12 時
　ところ　エイブル３階研修室
　講　師　河島　真さん（神戸女学院大学文学部教授）

～鹿島の工芸の今を率いる作家たち～

　１０月から１２月にかけて、鹿島美術

人協会と共催で５０周年記念事業の一つ

として展示を行っています。会期を３回

に分けて、美術人協会員の作品を展示し

ています。

　第２期は、染織家として重要無形文化

財保持者（人間国宝）に認定された鈴田

滋人さん、日本工芸会正会員の青磁作家 

熊本義泰さん、日展会友で七宝作家の石

橋美代子さんの作品を展示します。

　ぜひ、ご覧ください。

第２期展示　11 月６日（水）～ 12 月１日（日）

第３期展示　12 月３日（火）～ 12 月 22 日（日）

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

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　全席自由

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

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

に行ってみよう

と　　き　12 月 15 日（日）　①10 時～　②14 時～

と　こ　ろ　エイブルホール　全席自由

　　　　　入場無料　要整理券（１人４枚まで）

整　理　券　会員先行配布　10 月 26 日（土）～

　　　　　一般配布　　　11 月 2 日（土）～

　　　　　※会員先行配布はエイブル２階事務局のみで配布

　　　　　※整理券は予定枚数になり次第、配布終了します

エイブルからのクリスマスプレゼント

えいぶるえいがforキッズ『ミニオンズ』
第８回

えいぶる事業

なぎら健壱 高田　漣 佐久間順平

違 2015 Universal Studios.

　All Rights Reserved.

発売中

市　民
図書館 図書館からのお知らせ

公
開
講
座

市
民
・
会
員
対
象
公
開
講
座

定員になり次第締め切りますので、早めにお申し込みください。えいぶる講座　募集中講座

ところ 受講料定員 開講期間講　座　名 講　師

20 人
浜地区

（バスで巡ります）
鹿島ふるさと探訪
　　　～水でめぐる浜～

11 月 28 日（木）
９時 30 分～ 12 時

20 人 11 月 12 日（火）～ 14 日（木）
９時 30 分～ 15 時 30 分

エイブル・現地
東島　儀次郎さん

（ものづくりマイスター）
無　料

20 人
松尾　久美子さん

（野菜ソムリエプロ）
エイブル２階
調理実習室

会　員　　無　料
一　般　1,500 円

初心者のための剪定教室
～ものづくりマイスターから学ぶ松の木剪定～

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

11 月９日（土）
10 時～ 12 時

高橋　研一
（市民図書館学芸員）

15 人 黒田　淳也さん
11 月 22 日（金）
10 時～ 12 時

フラワーウッド
（白石町）

無　料
（材料代 1,500 円）

初心者のための寄せ植え教室　※11 月～３月まで月１回予定。詳細はエイブルの木 11 月号をご覧ください。

《11 月》クリスマスの寄せ植え
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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　11 月 13 日（水）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　11 月６日（水）

食改さんの料理教室食改さんの料理教室

『早ね・早起き・朝ごはん』
　県では、食育への意識を高め、実践を促すために

食育月間が定められています。

怯『食育の日』

　毎月１９日は国が定める食育の日、また毎月第３

金・土・日曜日は県が定める食育の日です。

　正しい食習慣づくりは、子どもだけでなく大人に

とっても大切です。食育月間や食育の日を機会に食

生活の大切さを見直し、週末にゆっくりご家庭で食

育について考えてみましょう。

１１月は食育月間です１１月は食育月間です

対　象　者　①今年度中に、65・70・75・80・85・

　　　　　　90・95・100歳以上になる人

　　　　　　※対象者には４月にお知らせのはがきを郵送しています

　　　　　②60～64歳で、心臓・腎臓・呼吸器など

　　　　　　に重い障がいのある人

接種期限　令和２年３月 31 日

自己負担　2,500円（医療機関窓口でお支払いください）

　　　　　※生活保護世帯の人は無料

注意事項

　喰過去に23価肺炎球菌ワクチンの接種を受けたこ

　　とがある人は対象外です

　喰定期接種の対象となるのは１人１回のみです

　　※上の『対象者①』の人は、今年度接種を受け

　　　なかった場合、次年度以降は全額自己負担と

　　　なります。

県内の医療機関での個別接種です。

直接医療機関へ申し込みください。

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

　口腔内の状態を知るチャンスです！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　11 月 27 日（水）受付９時～ 10 時

　　　　　11 月 28 日（木）受付９時～ 10 時

　　　　　11 月 29 日（金）受付 18 時～ 19時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

内　　容　問診および歯周病組織検査

対　象　者　今年度中に、40・50・60・70歳になる人

定　　員　30人／回

参　加　費　無料

歯周疾患検診のお知らせ歯周疾患検診のお知らせ

国保の人の特定健診を行います。

希望する人は保健センターまでお

申し込みください。

特定健診を実施します特定健診を実施します

と　　き　11 月 22 日（金）

　　　　　受付８時 30 分～ 10時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

対　象　者　今年度40～74歳になる国保加入者

内　　容　身長・体重・血圧測定・

　　　　　　　　血液検査・尿検査・診察

料　　金　1,000円

保健センター（エイブル１階）

　緯０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

　今年度、すでに国保特定健診を受診した人、国保

人間ドック・脳ドックの助成を受けた人は受診でき

ません。対象者には事前に受診票、受診券を配布し

ていますが、紛失した人はご連絡ください。
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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

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

　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　区月　日 対　象　区

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。

　保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３詳しくは

　献血基準など詳しくは、佐賀県赤十字社血液センターのＨＰを参照ください。

皆さんから頂いた血液は、病気やけがなどの治療のため大切に使われています。

尊い命をつなぐ献血にあたたかいご協力をお願いします。　

と　　き　11 月６日（水）９時 30分～ 16 時　　　と　こ　ろ　エイブル～献血に
　ご協力ください～

献血バスがきます献血バスがきます
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お知らせ

　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。

運　行　日　11 月７日（木）

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

恭各種作業の注文をお受けします

　『秋の農作業』『草払い』『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　11 月 21 日（木）８時 30 分～

恭チップ堆肥を期間限定でトラック一杯

　＋気持ち、２千円で配布します

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　11 月 21 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９月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

※（　　）内は前年比　　栢守ろう交通ルール　高めよう交通マナー　

怯その他・・・ドライバーは夕暮れ前の午後５時からライトを点灯し、歩

行者の早期発見に努めましょう。また、歩行者は、なるべく明るい色の服

装で反射材を身に付け、車から早く気づかれるように心がけましょう。

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

3,735 件（－539）
196 件（－052）
111 件（－017）

5,009 人（－614）
255 人（－081）
146 人（－024）

21 人（－01）
1人（ 00）
1人（ 00）

15,078 件（－604）
816 件（＋037）
447 件（＋006）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

詳しくは　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４

令和元年９月分の市長交際費を公表します

73,200円 令和元年度（平成 31 年度）累計　359,425 円合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

接　遇 ９月25日 12,800円 稲荷ようかん８箱（東京佐賀県人会へ提供）
餞　別 ９月20日 50,000円 国民体育大会・全国障害者スポーツ大会出場（選手 10 人）

その他
９月25日 5,000円 鹿島錦印鑑ケース１個（鹿島はしご酒スタンプラリー抽選会賞品提供）
９月30日 5,400円 名刺印刷代

市議会１２月定例会会期日程（案）
～傍聴にきてみませんか～

開　　議　10 時～

詳しくは　議会事務局　緯０９５４（６３）２１０４

11月29日（金）

11 月 30 日（土）～

12月 5日（木）

7日（土）

10 日（火）

11 日（水）

12 日（木）

14 日（土）

16 日（月）

17日（火）

18 日（水）

20 日（金）

12月4日（水）

～ 6日（金）

～ 9日（月）

～13日（金）

～15日（日）

～19日（木）

開会、会議録署名議員の指名、会期の決定、

議案の一括上程（市長提案理由説明）

休会

議案審議、質疑、討論、採決

休会

常任委員会

休会

一般質問

休会

一般質問

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

小さな仕事もお受けします
シルバー人材センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅうかぁ～

買物応援バス“買もん周 Car”

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６期の口座振替日は

１１月２９日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

　事業場の経営者、人事・労務・安

全衛生担当者などを対象に、職場の

受動喫煙防止対策に関する施設整備

や支援制度についての説明会を開催

します。

と　　き　11 月５日（火）

　　　　　13 時 30 分～ 16 時 30 分

と　こ　ろ　アバンセ４階第２研修室

詳しくは　日本労働安全衛生コンサルタント会佐賀支部

　　　　　緯０９４２（９４）３０２５

　小・中学生を対象に、市内の企業

や高等学校などによるさまざまな体

験活動を通して“ものづくり”を楽

しむイベントを開催します。

と　　き　11 月 16 日（土）

　　　　　13 時～ 16時

と　こ　ろ　エイブル

参　加　費　無料

詳しくは　教育総務課

　　　　　緯０９５４（６３）２１０３

職場の受動喫煙防止対策
説明会

未来に羽ばたく子ども育成事業2019

ものづくりイベントの日

情報掲示板 愚 お知らせ
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　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

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

募　集

　鹿島市連合青年団ではサンタク

ロースのお手伝いをしていただける

人を募集しています。子どもたちに

夢と笑顔をお届けしませんか？

　詳しくはＨＰをご覧ください。

　http://kashimaseinendan.the-ninja.jp/

応募方法　電話またはメール

募集締切　12 月６日（金）18時まで

配達日時　12 月 24 日（火）18時～ 21 時頃

詳しくは　市連合青年団　竹下

　　　　　緯０８０（５２７４）４２９９

　　　　　死 tazawa.children@gmail.com

　令和２年度第１学期（４月入学）

の学生を募集します。

　放送大学はテレビなどの放送やイ

ンターネットを利用して授業を行う

通信制の大学で、心理学・福祉・経

済・歴史・文学・自然科学など、幅

広い分野を学べます。

　出願などはインターネットでも受

け付けます。（https://www.ouj.ac.jp）

出願期間①11月 26 日～令和２年２月 29日

　　　　②令和２年３月１日～３月 17日

※資料を無料で差し上げます

詳しくは　放送大学佐賀学習センター

　　　　　緯０９５２（２２）３３０８

対　象　者　求職者

訓練期間　令和２年１月７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　11 月 27 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

講習会・教室

と　　き　11月16日（土）～12月21日（土）

　　　　　10時～12時（毎週土曜日［計６回］）

と　こ　ろ　古枝林業体育館

対　　象　小学生～一般（定員10人）

締　　切　11 月 10 日（日）

参　加　費　保険料あり

詳しくは　スポーツライフ・鹿島事務局

　　　　　（鹿島市体育協会内）

　　　　　緯０９５４（６２）３３７９

と　　き　11月22日・12月13日（金）

と　こ　ろ　フラワーウッド（白石町）予定

対　　象　市内在住者・エイブル会員

定　　員　15人程度（原則１人１回）

参　加　費　無料（材料費1,500円程度）

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

と　　き　11 月 24 日（日）

　　　　　13 時～ 15時 30 分

と　こ　ろ　アバンセ第３会議室Ａ

講　　師　高橋　研一さん

　　　　　（鹿島市民図書館学芸員）

参　加　費　無料

詳しくは　佐賀錦紗綾の会　井手

　　　　　緯０８０（２７７０）２０６６

　パパを楽しむ心得やマイナス１歳

（妻の妊娠期）から夫婦が協力して

家事、育児を行うための方法、男女

の考え方の違いなどを学ぶ講座です。

と　　き　11 月３日（祝）

　　　　　10 時 30 分～ 12 時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階多目的室

対　　象　夫婦または男性のみ

　　　　　※特に妻が妊娠している人、これからお

　　　　　　子さんを持つことを考えている人など

定　　員　先着 20 組

詳しくは　佐賀県立男女共同参画センター

　　　　　緯０９５２（２６）００１１

と　　き　11 月 17 日（日）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀メディカルセンタービル

　　　　　３階研修室（佐賀市）

内　　容　エコクラフト小物作り、交流会

対　　象　がん患者とその家族（先着30人）

参　加　費　無料

申込期限　11 月 15 日（金）

申込・問合せ先　

　佐賀県がん総合支援センター

　緯０１２０（２４６）３８８

　（平日９時 30 分～ 13時、14 時～ 16 時 30 分）

　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耳鼻咽喉

科医師、言語聴覚師が、分かりやす

く『嚥下』について講演します。

と　　き　11 月 21 日（木）19 時～ 20 時

と　こ　ろ　エイブルホール

講　　師　織田病院嚥下サポート委員会

　　　　　医師、言語聴覚士、看護師

詳しくは　織田病院　江口

　　　　　緯０９５４（６３）３２７５

と　　き　毎週水曜日 19時 30 分～ 21 時

と　こ　ろ　エイブル２階音楽スタジオ

　　　　　または３階研修室

詳しくは　※詳細はお問い合わせください

　小森　緯０９５４（６２）７５２８

　竹下　緯０８０（３２２０）０１４９（夜のみ）

アーチェリー体験教室

太陽光発電設置補助金
のお知らせ

サンタクロースのお手伝いを
してみませんか

夫婦で子育てを１００倍
楽しむためのセミナー　ｉｎ鹿島市

がん患者・家族つどいの会

ゆうあい公開セミナー
　　　 　 　 　 　 　 　 　 　えんげ

地域嚥下サポート勉強会

初心者のための
寄植（ガーデニング）教室

令和2年1月期
職業訓練受講生募集

募集訓練科 定員

電 気 設 備 施 工 科 １５

佐賀錦紗綾の会　講演会

佐賀錦の祖柏岡と鍋島直彬について
英会話サークル 『レッツチャット』

参加者募集

情報掲示板 愚 お知らせ・募集・講習会・教室

放送大学　４月生募集
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　パーキンソン病患者、家族を対象

に相談・交流会を開催します。

と　　き　11 月 28 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・問合せ先　

　杵藤保健福祉事務所難病担当

　緯０９５４（２２）２１０５

　鹿島の在宅医療について考える講

演会です。ぜひ、お越しください。

と　　き　11 月 30 日（土）

　　　　　13 時 30 分～

と　こ　ろ　かたらい３階大会議室

　演題　『ハッピーエンドの選び方』

　講師　笠井　千世子さん（栄養士）

参　加　費　無料

詳しくは　風のガーデンの会・鹿島　代表久原

　　　　　緯０９０（１１９５）４１０２

相　談

と　　き　11 月 30 日（土）

　　　　　13 時～ 16 時

と　こ　ろ　高齢者ふれあい会館りふれ

　　　　　（唐津市）

定　　員　先着 30 人

参　加　費　無料

申込方法　電話による受付（当日参加可）

恭相続遺言、登記などの電話無料相談

　と　き　毎週火曜日 18 時～ 19 時 30 分

　電　話　緯０９５２（２９）０６３５

申込・問合せ先

　成年後見センター・リーガルサポート佐賀支部

　緯０９５２（２９）０６２６

　ケアマネジャーがお話を伺います。

お気軽にお越しください。

と　　き　11 月８日（金）10 時～ 16 時

と　こ　ろ　ショッピングセンターぷらっと塩田店

相　談　料　無料　※申込不要

県内 10 カ所で開催されます

詳しくは　佐賀県介護保険事業連合会

　　　　　緯０９５２（３７）１１３１

と　　き　11 月 17 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

狂無料法律相談（市民優先）　市役所５階

　14 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

　28 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）　市役所５階

　14 日（木）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

　５・19 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　武雄年金事務所緯０９５４（２３）０１２１

狂人権相談　かたらい３階健康相談室

　７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（４日を除く）

　９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

狂こころの健康相談（臨床心理士対応）

　20 日（水）９時 30 分～ 12 時

新世紀センター２階会議室

　要予約　福祉課緯（６３）２１１９

狂発達障害児（者）専門相談

　26 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

狂鍼灸マッサージ無料健康相談

　10 日（日）10 時～ 14 時 30 分

保健センター（エイブル１階）

狂土地・建物に関する無料相談所

　26 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

狂納税相談（10 人程度）　税務課

　20 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）

　15 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

　区民の皆さんの作品展示と公民館

カフェを設けています。たくさんの

来場をお待ちしています。

と　　き　11 月 16 日（土）・17 日（日）10 時～ 15 時

と　こ　ろ　西牟田公民館（北公園隣）

詳しくは　西牟田公民館（月・水・金曜日）

　　　　　緯０９５４（６２）３７４１

　古枝小『学習発表会』や趣向を凝

らした催しが満載です！

と　　き　12 月１日（日）８時 30 分～

と　こ　ろ　古枝公民館、林業体育館、

　　　　　祐徳グラウンド

　煙若草保育園マーチング演奏

　煙消防車・救急車展示　試乗体験

　煙健康フェア（骨密度測定、体成分分析）など

　煙かし丸くんとじゃんけん大会

　煙直売、振る舞いコーナー

　煙ガラポン抽選会　など

詳しくは　古枝公民館

　　　　　緯０９５４（６２）２７４９

　多彩なイベントを用意してお待ち

しています。※小雨決行

と　　き　11 月 17 日（日）10 時～

と　こ　ろ　中木庭ダムやまびこ広場周辺

　煙佐賀牛を味わいながら

　　銘酒『能古見』を試飲しよう！

　　《佐賀牛カタロース引換チケット販売中》

　煙ダム一周ウォーキング

　煙ダム内部・発電所見学会

　煙郷土芸能などの出し物

　煙体験、飲食コーナー

　煙おたのしみ抽選会　など

能古見木工まつり　同時開催！

詳しくは　のごみふれあい楽習館

　　　　　緯０９５４（６２）３３７３

と　　き　11 月 24 日（日）雨天決行

　　　　　８時 30 分受付　10 時スタート

駅伝コース　中木庭ダム市道折り返しコース

　　　　　６区間11.5km

参　加　費　１チーム 4,000 円

チーム編成　１チーム 10 人以内

申込締切　11 月８日（金）

申込・問合せ先

　能古見地区体育協会事務局（のごみふれあい楽習館）

　緯０９５４（６２）３３７３

と　　き　11 月３日（祝）※雨天中止

　　　　　９時～14時（８時30分集合）

集合場所　市役所ピロティ（正面玄関前）

参　加　費　500 円（保険料含む）

※昼食はカレーを作ります

詳しくは　佐賀県自然観察指導員

　増田　緯０８０（２７０５）１８１４

　中村　緯０９０（８３９１）８０７７

　どなたでも参加できます。商品も

あります。ぜひお越しください。

と　　き　11 月 23 日（祝）９時～

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい

参　加　費　2,000 円（弁当付）　※小学生 1,000 円

申込方法　電話申込　※11 月 20 日（水）まで

詳しくは　同大会事務局　藤永

　　　　　緯０９５４（６２）６３１３

と　　き　11 月３日（祝）受付９時～

　　　　　※雨天時は４日（振休）に延期

と　こ　ろ　道の駅鹿島（発着）

　　　　　約12kmのコースです

内　　容　みかん狩り、芋掘り体験、

　　　　　お楽しみ抽選会　など

持　参　品　弁当、健康保険証（コピー可）

参　加　費　一　般　500 円（保険料含む）

　　　　　中学生以下　200 円（保険料含む）

そ　の　他　参加者全員に記念品あり

かかし祭りin鹿島　同時開催！

詳しくは　同実行委員会　馬郡

　　　　　緯０９５４（６２）８９４４

　　　　　七浦公民館

　　　　　緯０９５４（６２）８３２５

恭七浦の里　大収穫祭

　地区内外の交流を深めるため、七

浦産農水産物のＰＲを兼ねて、恒例

の大収穫祭を開催します。道の駅の

サービス企画もあります。

と　　き　11 月 23 日（祝）10 時～ 14 時

と　こ　ろ　道の駅鹿島

　煙もちつき　煙農水産物販売

　煙園児出し物　煙お楽しみ抽選会

　煙味わう会（食券 500 円）　など

七浦趣味の会発表会　同時開催！

恭中村與右衛門屋敷佐賀県遺産認定記念

　～村長さんまつり～文化講演会と演奏会　

と　　き　11 月 10 日（日）

　古典音楽演奏会　13 時～

　文化講演会　　　15 時～

と　こ　ろ　中村與右衛門屋敷（音成）

入　場　料　2,000 円

詳しくは　七浦公民館

　　　　　緯０９５４（６２）８３２５

　生花を展示します。ぜひお越しく

ださい。

と　　き　11月16日（土）～18日（月）

　　　　　10時～18時（18日は17時まで）

と　こ　ろ　かたらい４階市民ギャラリー

入　場　料　無料

詳しくは　平山

　　　　　緯０９５４（６２）６５７３

　生徒による成果発表を行います。

と　　き　12 月 14 日（土）

　　　　　11 時 30 分～ 13 時 30 分

と　こ　ろ　鹿島実高（大手門学舎）

内　　容　レストラン、カフェ

　メニュー　松花堂弁当、炒飯セット

　　　　　うどん、ケーキセット　など

食券販売　事前購入をお願いします

　と　き　11 月７日（木）９時～ 16 時

　ところ　鹿島実高（大手門学舎）事務室

詳しくは　鹿島実高（大手門学舎）

　　　　　緯０９５４（６３）３１２６

　能古見地区の歴史を巡ります。

と　　き　12 月８日（日）

と　こ　ろ　本城集会所

　煙山浦城登山＋雲谷等顔座学

　　８時 30 分集合　※登山は雨天中止

　　参加費 1,000 円

　煙雲谷等顔座学のみ　13 時 30 分～

　　参加費　500 円（軽食付）

定　　員　先着 40 人（定員になり次第締め切り）

申込締切　11 月 30 日（土）

申込・問合せ先

　のごみふれあい楽習館

　緯・姉０９５４（６２）３３７３

　皆さん、ぜひお越しください。

と　　き　11 月 16 日（土）

　　　　　13 時 30 分～ 16 時 10 分

と　こ　ろ　志田病院新館コミュニティ・ホール

　煙にじいろラボ（楽器演奏）　煙共生保育園（お遊戯）

　煙北鹿島小（面浮立・合唱）　煙介護、予防接種相談

　煙マルシェ（飲食・雑貨）出店　煙作品展

　煙手話コーラス・ラインダンス

詳しくは　文化祭実行委員会

　　　　　緯０９５４（６３）１２３６

狂鹿島市文化祭

　１～４日（金～振休）エイブルほか

狂介護のしごと説明会 in 鹿島市

　９日（土）13 時 30 分～かたらい

狂消防車庫点検

　10 日（日）８時 30 分～各消防車庫

古枝ふれあいまつり

弁護士による
無料法律相談会

11月11日は介護の日
介護の日　相談会

難病医療相談および
パーキンソン病交流会

風のガーデンの会　講演会

在宅介護～ハッピーエンドの選び方～

司法書士による
成年後見制度入門講座

と　　き　毎月第２日曜日・第４水曜日 14 時～ 16 時　※秘密は厳守します

　相談専用ダイヤル　緯０９０（１９２６）８３３９

　ＨＰ：https://www.avance.or.jp/soudan/_2889.html#LGBTssoudan

詳しくは　佐賀県ＤＶ総合対策センター　緯０９５２（２８）１４９２

臨床心理士によるＬＧＢＴに関する電話相談

西牟田区　文化祭

情報掲示板 愚 相談・イベント

その他の相談



２９広報かしま　Ｒ1（2019）.11.1

　パーキンソン病患者、家族を対象

に相談・交流会を開催します。

と　　き　11 月 28 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・問合せ先　

　杵藤保健福祉事務所難病担当

　緯０９５４（２２）２１０５

　鹿島の在宅医療について考える講

演会です。ぜひ、お越しください。

と　　き　11 月 30 日（土）

　　　　　13 時 30 分～

と　こ　ろ　かたらい３階大会議室

　演題　『ハッピーエンドの選び方』

　講師　笠井　千世子さん（栄養士）

参　加　費　無料

詳しくは　風のガーデンの会・鹿島　代表久原

　　　　　緯０９０（１１９５）４１０２

相　談

と　　き　11 月 30 日（土）

　　　　　13 時～ 16 時

と　こ　ろ　高齢者ふれあい会館りふれ

　　　　　（唐津市）

定　　員　先着 30 人

参　加　費　無料

申込方法　電話による受付（当日参加可）

恭相続遺言、登記などの電話無料相談

　と　き　毎週火曜日 18 時～ 19 時 30 分

　電　話　緯０９５２（２９）０６３５

申込・問合せ先

　成年後見センター・リーガルサポート佐賀支部

　緯０９５２（２９）０６２６

　ケアマネジャーがお話を伺います。

お気軽にお越しください。

と　　き　11 月８日（金）10 時～ 16 時

と　こ　ろ　ショッピングセンターぷらっと塩田店

相　談　料　無料　※申込不要

県内 10 カ所で開催されます

詳しくは　佐賀県介護保険事業連合会

　　　　　緯０９５２（３７）１１３１

と　　き　11 月 17 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

狂無料法律相談（市民優先）　市役所５階

　14 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

　28 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）　市役所５階

　14 日（木）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

　５・19 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　武雄年金事務所緯０９５４（２３）０１２１

狂人権相談　かたらい３階健康相談室

　７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（４日を除く）

　９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

狂こころの健康相談（臨床心理士対応）

　20 日（水）９時 30 分～ 12 時

新世紀センター２階会議室

　要予約　福祉課緯（６３）２１１９

狂発達障害児（者）専門相談

　26 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

狂鍼灸マッサージ無料健康相談

　10 日（日）10 時～ 14 時 30 分

保健センター（エイブル１階）

狂土地・建物に関する無料相談所

　26 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

狂納税相談（10 人程度）　税務課

　20 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）

　15 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

　区民の皆さんの作品展示と公民館

カフェを設けています。たくさんの

来場をお待ちしています。

と　　き　11 月 16 日（土）・17 日（日）10 時～ 15 時

と　こ　ろ　西牟田公民館（北公園隣）

詳しくは　西牟田公民館（月・水・金曜日）

　　　　　緯０９５４（６２）３７４１

　古枝小『学習発表会』や趣向を凝

らした催しが満載です！

と　　き　12 月１日（日）８時 30 分～

と　こ　ろ　古枝公民館、林業体育館、

　　　　　祐徳グラウンド

　煙若草保育園マーチング演奏

　煙消防車・救急車展示　試乗体験

　煙健康フェア（骨密度測定、体成分分析）など

　煙かし丸くんとじゃんけん大会

　煙直売、振る舞いコーナー

　煙ガラポン抽選会　など

詳しくは　古枝公民館

　　　　　緯０９５４（６２）２７４９

　多彩なイベントを用意してお待ち

しています。※小雨決行

と　　き　11 月 17 日（日）10 時～

と　こ　ろ　中木庭ダムやまびこ広場周辺

　煙佐賀牛を味わいながら

　　銘酒『能古見』を試飲しよう！

　　《佐賀牛カタロース引換チケット販売中》

　煙ダム一周ウォーキング

　煙ダム内部・発電所見学会

　煙郷土芸能などの出し物

　煙体験、飲食コーナー

　煙おたのしみ抽選会　など

能古見木工まつり　同時開催！

詳しくは　のごみふれあい楽習館

　　　　　緯０９５４（６２）３３７３

と　　き　11 月 24 日（日）雨天決行

　　　　　８時 30 分受付　10 時スタート

駅伝コース　中木庭ダム市道折り返しコース

　　　　　６区間11.5km

参　加　費　１チーム 4,000 円

チーム編成　１チーム 10 人以内

申込締切　11 月８日（金）

申込・問合せ先

　能古見地区体育協会事務局（のごみふれあい楽習館）

　緯０９５４（６２）３３７３

と　　き　11 月３日（祝）※雨天中止

　　　　　９時～14時（８時30分集合）

集合場所　市役所ピロティ（正面玄関前）

参　加　費　500 円（保険料含む）

※昼食はカレーを作ります

詳しくは　佐賀県自然観察指導員

　増田　緯０８０（２７０５）１８１４

　中村　緯０９０（８３９１）８０７７

　どなたでも参加できます。商品も

あります。ぜひお越しください。

と　　き　11 月 23 日（祝）９時～

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい

参　加　費　2,000 円（弁当付）　※小学生 1,000 円

申込方法　電話申込　※11 月 20 日（水）まで

詳しくは　同大会事務局　藤永

　　　　　緯０９５４（６２）６３１３

と　　き　11 月３日（祝）受付９時～

　　　　　※雨天時は４日（振休）に延期

と　こ　ろ　道の駅鹿島（発着）

　　　　　約12kmのコースです

内　　容　みかん狩り、芋掘り体験、

　　　　　お楽しみ抽選会　など

持　参　品　弁当、健康保険証（コピー可）

参　加　費　一　般　500 円（保険料含む）

　　　　　中学生以下　200 円（保険料含む）

そ　の　他　参加者全員に記念品あり

かかし祭りin鹿島　同時開催！

詳しくは　同実行委員会　馬郡

　　　　　緯０９５４（６２）８９４４

　　　　　七浦公民館

　　　　　緯０９５４（６２）８３２５

恭七浦の里　大収穫祭

　地区内外の交流を深めるため、七

浦産農水産物のＰＲを兼ねて、恒例

の大収穫祭を開催します。道の駅の

サービス企画もあります。

と　　き　11 月 23 日（祝）10 時～ 14 時

と　こ　ろ　道の駅鹿島

　煙もちつき　煙農水産物販売

　煙園児出し物　煙お楽しみ抽選会

　煙味わう会（食券 500 円）　など

七浦趣味の会発表会　同時開催！

恭中村與右衛門屋敷佐賀県遺産認定記念

　～村長さんまつり～文化講演会と演奏会　

と　　き　11 月 10 日（日）

　古典音楽演奏会　13 時～

　文化講演会　　　15 時～

と　こ　ろ　中村與右衛門屋敷（音成）

入　場　料　2,000 円

詳しくは　七浦公民館

　　　　　緯０９５４（６２）８３２５

　生花を展示します。ぜひお越しく

ださい。

と　　き　11月16日（土）～18日（月）

　　　　　10時～18時（18日は17時まで）

と　こ　ろ　かたらい４階市民ギャラリー

入　場　料　無料

詳しくは　平山

　　　　　緯０９５４（６２）６５７３

　生徒による成果発表を行います。

と　　き　12 月 14 日（土）

　　　　　11 時 30 分～ 13 時 30 分

と　こ　ろ　鹿島実高（大手門学舎）

内　　容　レストラン、カフェ

　メニュー　松花堂弁当、炒飯セット

　　　　　うどん、ケーキセット　など

食券販売　事前購入をお願いします

　と　き　11 月７日（木）９時～ 16 時

　ところ　鹿島実高（大手門学舎）事務室

詳しくは　鹿島実高（大手門学舎）

　　　　　緯０９５４（６３）３１２６

　能古見地区の歴史を巡ります。

と　　き　12 月８日（日）

と　こ　ろ　本城集会所

　煙山浦城登山＋雲谷等顔座学

　　８時 30 分集合　※登山は雨天中止

　　参加費 1,000 円

　煙雲谷等顔座学のみ　13 時 30 分～

　　参加費　500 円（軽食付）

定　　員　先着 40 人（定員になり次第締め切り）

申込締切　11 月 30 日（土）

申込・問合せ先

　のごみふれあい楽習館

　緯・姉０９５４（６２）３３７３

　皆さん、ぜひお越しください。

と　　き　11 月 16 日（土）

　　　　　13 時 30 分～ 16 時 10 分

と　こ　ろ　志田病院新館コミュニティ・ホール

　煙にじいろラボ（楽器演奏）　煙共生保育園（お遊戯）

　煙北鹿島小（面浮立・合唱）　煙介護、予防接種相談

　煙マルシェ（飲食・雑貨）出店　煙作品展

　煙手話コーラス・ラインダンス

詳しくは　文化祭実行委員会

　　　　　緯０９５４（６３）１２３６

狂鹿島市文化祭

　１～４日（金～振休）エイブルほか

狂介護のしごと説明会 in 鹿島市

　９日（土）13 時 30 分～かたらい

狂消防車庫点検

　10 日（日）８時 30 分～各消防車庫

その他のイベント

中木庭ダム駅伝大会

オレンジロード
のんびりウォーク中木庭ダムフェスタ 高校生レストラン

～ナガサキシダ観察～

多良岳秋の森の観察会

山浦城（原城）登山と雲谷等顔
探訪ロマンツアー

『碁聖』 寛蓮
鹿島囲碁大会

七浦の里　大収穫祭
文化講演会と演奏会

いけばな小原流’19秋

今日の風　今日の花

志田病院　文化祭
ふれあい秋祭り

情報掲示板 愚 イベント
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　有明海が一望できる絶好のロケーションで秋の風物詩

『かかし』を展示します。お気に入りのかかしに投票して

いただいた人には、抽選で賞品をプレゼントします。

　民宿みんなの家ではランチの提供もしています。

　ぜひ家族揃ってお越しください。

　鹿島市ニューツーリズム推進協議会（農家民宿みんなの家）　緯０９５４（６２）８４４4詳しくは

煙かかし展示　煙芋ほり（500 円）
煙みかん狩り（500 円　土産付き）
煙五右衛門風呂体験（無料）

かかしは現在展示中です
11月３日（祝）まで　※見学自由

と　　き　11月３日（祝）10 時～ 14 時

と　こ　ろ　農家民宿みんなの家付近（七浦）

と　　き　11月16日（土）
　　　　　　　　10 時スタート

と　こ　ろ　肥前鹿島干潟海岸道路
　　　　　（ラムサール条約登録地）

　ラムサール条約推進室　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

司会に“よしのがり牟田さん”を迎え、盛大に開催します。

ご声援よろしくお願いします。

肥前鹿島干潟リレーマラソン開催肥前鹿島干潟リレーマラソン開催
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

後援：一般財団法人地域活性化センター

この事業は、公益財団法人地域社会振興財団の交付を受け、
長寿社会づくりソフト事業として実施しています。

地元産物のふるまいや
　　　販売もあります！




