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新型コロナウイルス感染症対策

❖その他の相談や健康に関すること❖
　◇佐賀県電話相談窓口（コールセンター）　　　☎０９５２（２５）７４８５　時間９時～ 17 時（土・日・祝日含む）

　◇厚生労働省電話相談窓口（コールセンター）　☎０１２０（５６５）６５３　時間９時～ 21 時（土・日・祝日含む）

　◇鹿島市保健センター（エイブル１階）　　　　☎０９５４（６３）３３７３　時間８時 30 分～ 17 時 15 分（平日）

❖感染が疑われる場合❖
　帰国者・接触者相談センター（杵藤保健福祉事務所・武雄市）

　☎０９５４（２２）２１０４　　℻０９５４（２２）４５７３

　時間 8時 30 分～ 17 時 15 分（平日）

　❖緊急の場合は、夜間・土日も含め時間外も対応可能です。自動応答メッセージが

　　流れますので、最後までお聞きいただき、その指示に従って対応してください。

相談窓口

　このアプリは、利用者が新型コロ

ナウイルス感染症の陽性者と接触し

た可能性がある場合に、通知を受け

ることができるアプリです。

　利用者は、陽性者と接触した可能

性が分かることで、検査の受診など

保健所のサポートを早く受けること

ができます。利用者が増えることで、

感染拡大の防止につながることが期

待されます。

　なお、氏名や電話番号など、個人

の特定につながる情報を入力する必

要はありません。陽性者と接触者

（接触した可能性があると通知を受

けた者）が、お互いに分からないよ

うプライバシーを確保しています。

新型コロナウイルス接触確認アプリのインストールをお願いします

　自分をまもり、大切な人をまもり、

　地域と社会をまもるために、

　接触確認アプリをインストールしましょう。

ＣОＣОＡは、新型コロナウイルス感染症の感染者と接触した可能性について、通知
を受け取ることができる、スマートフォンのアプリです

新型コロナウイルス感染症の陽性者が、本人の同意のもと、陽性

者であることを登録した場合に、その陽性者と過去14日間に、

おおむね１メートル以内で15分以上の近接した状態の可能性が

あった場合に通知されます。

１メートル以内で 15 分

以上接触した可能性が

あった場合に通知

! !

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html

厚労省　接触確認アプリ 検索☜☜
厚生労働省ウェブサイト

アプリのインストールや

詳しい情報はこちらから

新型コロナウイルス
接触確認アプリ
ＣОＣОＡ

COVID-19
Contact
Conf i rming
App l icat ion
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ー　日本司法支援センター（法テラス）の支援について　ー
　日本司法支援センターでは、法的問題について、解決に役立つ法制度や各種手続、相談窓口等の情報を

提供しています。被災者の方を対象とした無料法律相談も行っています。詳しくはお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お　な　や　み　レスキュー

　　　被災者専用フリーダイヤル　☎０１２０ー０７８３０９

　　　受付時間　平日９時～ 21時　土曜日９時～ 17時（祝日・年末年始を除く）

□民事調停の申立手数料の免除
　市内に住所、居所、営業所または事務所を有していた人が、対象期間中に、令和２年７月豪雨による災害に

起因する民事に関する紛争について裁判所に民事調停の申立てをする場合には、手数料の納付が免除されます。

　詳細については、最寄りの裁判所にお尋ねください。

対象期間　令和２年７月３日（金）～令和５年６月 30 日（金）

《関連リンク》裁判所ウェブサイト

　民事調停手続　　　https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html

　各地の裁判所一覧　https://www.courts.go.jp/courthouse/map/index.html

令和２年７月豪雨　各種支援について令和２年７月豪雨　各種支援について

　令和２年７月豪雨による災害が特定非常災害に指定されることにより、特定非常災害特別措置法に基づき、各手

続きの延長・免除などの措置が講じられます。

運転免許のような許認可等について、存続期間（有効期間）が延長されます

延長期間　令和２年 12 月 28 日（月）まで

対　　象　令和２年７月３日（金）以後に満了する許認可等

　対象となる具体的な許認可等、対象地域、延長後の満了日は、今後、各府省の告示で定められます。告示で定め

られた許認可等の内容や相談窓口については、総務省特設ページなどで、随時更新し、お知らせしていきます。

　総務省特設ページ　https://www.soumu.go.jp/R207_hr/hisai.html

※なお、告示のない許認可等や告示に指定された地域以外の人などについても、申出により、満了日の延長が認め

　られる場合があります。

事業報告書の提出、薬局の休廃止等の届出などの
　法令上の義務を履行できない場合の免責期限が設定されます

期　　限　令和２年 10 月 30 日（金）

　法令に基づく届出などの義務が、本来の期限までに履行できなかった場合であっても、それが特定非常災害によ

るものであることが認められた場合には、期限までに履行すれば、行政上および刑事上の責任を問われません。

法人に係る破産手続開始の決定の留保

　破産手続開始の申立ては、債務者自らがする場合のほか、債権者もすることができます。しかし、令和２年７月

豪雨の影響を受けて債務超過に陥った法人に対しては、債権者から破産手続開始の申立てをされたとしても、『法

人が清算中である場合』または『法人が支払不能である場合』を除き、令和４年７月２日（土）までの間、裁判所

による破産手続開始の決定はされません。

相続放棄等の熟慮期間の延長

　市内に住所を有していた相続人を対象に、『相続の承認または放棄』の熟慮期間が延長されます。

延長期間　令和３年３月 31 日（水）まで

対　　象　令和２年７月３日（金）以後に満了するもの

　総務省佐賀行政相談センター　☎０９５２（２２）２６５１詳しくは

令和２年７月豪雨　被災者の皆さまへ
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　令和２年７月豪雨災害により、世帯主が負傷された場合や住居・家財に著しい損害を受けた場合に、その世帯主

に対して生活立て直しのために必要な資金の貸し付けを行います。

貸付利率　連帯保証人あり　無利子

　　　　　連帯保証人なし　1.0％／年（据置期間経過後）

据置期間　３年（特別な事情がある場合は５年）

償還期間　10 年（据置期間を含む）

償還方法　元利均等償還による年賦、半年賦または月賦（繰上げ償還可）

申請期限　10 月 30 日（金）

　福祉課社会福祉係　☎０９５４（６３）２１１９詳しくは

対　　象　下記のすべてに該当する世帯主

　◇災害発生時、市内に居住していた世帯

　◇次のいずれかに該当する世帯

　　（１）住居が全壊・半壊・大規模半壊

　　（２）家財等の損害がおおむね３分の１以上

　　　　（車両を除く）

　　（３）世帯主が重傷を負った場合

　　　　（療養期間がおおむね１カ月以上）

　◇世帯の総所得金額等の合計が、次に定め

　　る額未満の世帯（被災日の前年の金額により判定）

※住居全体が滅失の場合は、世帯人数に関係なく 1,270 万円未満

世帯人数

220万円１人

総所得額

430万円２人

620万円３人

730万円４人

５人以上の場合、

世帯人数が1人

増えるごとに

730万円に30万

円を加えた額

貸付限度額

ー家財・住居に損害がない

被害の種類・程度
世帯主におおむね１カ月

以上の負傷がない
世帯主が負傷し、療養期
間がおおむね１カ月以上

150 万円

150 万円 250 万円

170万円（250万円） 270万円（350万円）

250万円（350万円） 350 万円

350 万円

家財の１/３以上が損害を受けた（車両を除く）

住居が半壊・大規模半壊

住居が全壊

住居の全体が滅失・流出

※住居を建て直す際に残存部分の取り壊しが必要など、特別な事情がある場合は（　）の額

災害援護資金の貸付について

　災害により家屋、家財またはその財産に著しい損害を受けたことにより、保険料などを納付することが困難な場

合、徴収猶予や減免を受けることができます。

　減免の対象・割合は、被害状況を基に判断します。保険金等の補てんされる金額により減免の対象とならない場

合があります。また、預貯金等の財産調査を行うことがあります。詳しくは各担当課へお問合せください。

後期高齢者医療制度の保険料、一部負担金（病院で

支払う窓口負担金）の徴収猶予・減免

保険健康課国保係　　　　☎０９５４（６３）２１２０

後期高齢者医療広域連合　☎０９５２（６４）８４７６

介護保険料、介護サービス利用者負担額などの

徴収猶予・減免など

保険健康課長寿社会係　　☎０９５４（６３）２１２０

介護保険事務所

　業務係【介護保険料】　　☎０９５４（６９）８２２３

　給付係【利用者負担額】　☎０９５４（６９）８２２１

国民健康保険の国保税、一部負担金（病院で支払う

窓口負担金）の徴収猶予・減免

税務課課税係【国保税】　　☎０９５４（６３）２１１８

保険健康課国保係【一部負担金】　☎０９５４（６３）２１２０

国民年金保険料の免除

市民課市民年金係　　　　☎０９５４（６３）２１１７

日本年金機構武雄年金事務所　☎０９５４（２３）０１２１

市税の減免

税務課課税係　☎０９５４（６３）２１１８

申請には必要な書類をご準備ください　◆罹災証明書　◆損害保険の支払証明書（損害保険に加入の場合）

医療・介護の保険料、市税などの減免・猶予について

令和２年７月豪雨　各種支援令和２年７月豪雨　各種支援
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　令和２年７月豪雨災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、生活の

再建のための支援金を支給します。支援金には、住宅の被害程度に応じて支給される『基礎支援金』と、住宅の再

建方法に応じて支給される『加算支援金』があります。

対　　象　

　災害発生時、市内に居住していた世帯で、

下記の事項のいずれかに該当する世帯主

　◇住宅が全壊した世帯

　◇住宅が半壊、大規模半壊し、その住宅を

　　やむを得ず解体した世帯（解体世帯）

　◇敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得

　　ず解体した世帯（解体世帯）

　◇住宅が大規模半壊した世帯

申請期限　基礎支援金　令和３年８月 31 日（火）

　　　　　加算支援金　令和５年８月 31 日（木）

37万5千円～150万円 50万円～200万円
大規模半壊

全壊・解体

37万5千円 50万円

50万円 100万円全壊・解体

大規模半壊

り災状況 世帯員が世帯主のみ 世帯員が２人以上

基礎
支援金

加算
支援金

区分

支　給　額　基礎支援金と加算支援金の合計が支給されます

　福祉課社会福祉係　☎０９５４（６３）２１１９詳しくは

被災者生活再建支援金について

　『自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン』により、住宅ローンなどの免除・減免を申し出るこ

とができます（災害救助法が適用された自然災害に限られます）。

　◆弁護士等の登録支援専門家による手続き支援を無料で受けられます

　◆債務者の被災状況や生活状況などの個別事情により異なりますが、財産の一部を手元に残せます

　◆債務整理をしたことが個人信用情報として登録されないため、新たな借入れに影響が及びません

❖債務の免除等には、債務者の財産や収入など、一定の要件を満たすことやローンの借入先の同意が必要です。

　また、簡易裁判所の特定調停手続きを利用することが必要です。詳細はホームページをご覧ください。

　東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関ホームページ　http://www.dgl.or.jp/

　またはローン借入先の金融機関等にお問合せください。

詳しくは

自然災害による住宅ローンなどの免除・減免について

　災害により市内にある建物敷地（宅地）内に土砂等が流入し、その撤去が人力では困難で、撤去のためバックホ

ウ、ショベル、ダンプ等の重機を借上げた料金に対して補助を行います。

対　　象　宅地の所有者または賃借人等

補　助　額　重機借上げ料の１／２以内

限　度　額　市の資材協定単価または２５万円の

　　　　　いずれか低い額

　総務課防災係　☎０９５４（６３）２１１２詳しくは

申　　請　施工前申請

　　　　　※被災状況により早急に土砂等の除去が

　　　　　　必要な場合は事後申請でも可

必要書類　申請書、見積書（市専用）、

　　　　　施工前写真（被災写真）など

宅地災害復旧重機借上げ補助金について

減免、徴収猶予、支援金、貸付等について減免、徴収猶予、支援金、貸付等について
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TopicsTopics まちの話題

　８月９日、鹿島市原爆被爆者の会が主催する

慰霊祭が鹿島小学校で行われました。

　７５年前、長崎への原爆投下後の昭和２０年

８月１２日、鹿島町国民学校（現鹿島小学校）

は被爆者の救護所として、肥前鹿島駅に到着し

た長崎からの傷病者を受け入れ、医師や多くの

住民が救護にあたりました。

　駐車場の一角に建つ『平和継承之礎』にはそ

の一端が記されています。

　鹿島市原爆被爆者の会は、長年、長崎の平和

記念式典に参列していましたが、会員の高齢化

で行くことが困難になり、平成２３年からは、

救護所となった鹿島小学校に石碑を建て、慰霊

祭を行ってきました。１２０人以上いた会員は

現在２４人。この日の慰霊祭は６人が出席し、

原爆投下の時刻に合わせて黙とうがささげられ

ました。

　鹿島市原爆被爆者の会の会長　木原繁義さん

は、当時、父の仕事の関係で長崎県へ移り住み、

長屋で暮らしていましたが、父が出征の命令を

受け、以降、祖母と２人、山口や九州の親戚の

家を転々としながら疎開先の鹿島市にたどり着

き、七浦尋常小学校（現七浦小学校）に転校し

てきたとのこと。

　昭和２０年８月９日、夏休み、外で遊んでい

た木原さんは、空が光ったのを今も覚えている

という。原爆投下により「長崎市内全滅」の知

らせを聞いた数日後、父が亡くなったとの一報

が入り、祖母とともに父が埋葬されている長崎

県まで足を運んだと話されました。

　木原さんは「戦争で人生が変わってしまった。子どもたちには戦争で大切な人がいなくなるという悲

惨さ、また、平和であることの大切さをこの石碑を通して学び、語り継いでいってほしい。今のこの平

和な時代は最高の時代。戦争は二度としてはならない」と話されました。

　「戦争はしてはならない」戦争を体験した人が語るこの言葉は重く、永遠に語り継がなければならな

い言葉であり、木原さんは、この石碑をたくさんの人に見に来てもらい、長崎や広島だけではなく、こ

の鹿島市にも戦争の歴史があったことを知ってほしいと語られました。

平和継承之礎の前に立つ鹿島市原爆被爆者の会
会長の木原繁義さん

長崎への原爆投下時刻午前11時２分に黙とうを
ささげる参加者

戦後７５年　鹿島と戦争の歴史を伝える

平和継承之礎に込めた思い
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善行紹介　豪雨災害への寄附金、見舞金をありがとうございました

　７月６日から１２日にかけての令和２

年７月豪雨災害を受け、県外在住で鹿島

市出身の中尾鈴子様からの１００万円を

はじめ、個人や企業、団体から多額の寄

附金や見舞金をいただきました。また、

ふるさと納税を活用した寄附も多くの

方々からいただいており、８月２３日時

点で、合わせて５４３万円もの金額と

なっています。今回の寄附金や見舞金

は、今後の災害対策のために大切に使わ

せていただきます。

大村市モーターボート競走事業様 公益財団法人B＆G財団様

　総務課防災係　☎０９５４（６３）２１１２詳しくは

　地域コミュニティ活動の活性化と宝くじの普及宣伝を目的とした『宝くじ助成金』を活用して、救助用ボー

ト等を購入しました。この救助用ボートは、水害時の被災者救出を目的としており、今回購入したＦＲＰ（繊

維強化プラスチック）組立ボート１艘とゴムボート２艘は、消防団に配備します。

　大規模な水害時は、警察署、自衛隊、消防署等に加えて、消防団も救助活動が行えるようになり、迅速に広

範囲の対応が可能となるなど、市では災害に対する備えを強化しています。

　総務課防災係　☎０９５４（６３）２１１２詳しくは

　商工観光課　☎０９５４（６３）３４１２詳しくは

鹿島市干潟交流館『なな海』　来館者５万人達成！

鹿島市干潟交流館

　８月８日、鹿島市干潟交流館『なな海』は、来館者５万人

を達成しました。

　５万人目となったのは、佐賀市の山浦啓治さん一家で、交

流館が新しくなったということもあり立ち寄ったとのこと。

　山浦さんは「５万人目と聞いてびっくりしたが、なかなか

ないことなのでうれしい」と話されました。

　式典では地元フルーツなどの記念品を贈りました。

　昨年４月に開館した干潟交流館は、有明海の生き物を見学

できる施設で、たくさんの人に来館していただいています。

　ミニ水族館ではミズクラゲやアカエイ、干潟水槽ではムツ

ゴロウなど、干潟の生き物を展示しています。無料で見学で

きますので、ぜひ、ご家族でお立ち寄りください。

み
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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

◇ＪＡ杯第35回佐賀新聞学童オリンピック大会

　開　催　日　７月 12・19 日（SAGA サンライズパーク水泳場）

　小学４年生以下男子【50m 自由形・50m 背泳ぎ】　

　　優勝　田中　優太朗（明倫小４年）

　小学４年生以下男子【50m バタフライ】２位・【50m 平泳ぎ】３位　

　　　　　森　凰丞（北鹿島小４年）

　小学４年生以下男子【200ｍメドレー・フリーリレー】　

　　２位　山口　真生（鹿島小４年）　森　凰丞（北鹿島小４年）

　　　　　田中　優太朗（明倫小４年）

　小学５・６年生女子【50m 自由形・50m バタフライ】　

　　優勝　島　七海（鹿島小６年）

　小学５・６年生男子【50m・100m 背泳ぎ】　

　　優勝　中村　啓人（能古見小６年）

　小学５・６年生男子【200m フリーリレー】優勝・【100m 背泳ぎ】３位

　　　　　宮﨑　優斗（能古見小６年）

　小学５・６年生男子【50m 自由形】　

　　２位　井上　大志（能古見小５年）

　小学５・６年生男子【200ｍメドレーリレー】　

　　３位　井上　大志（能古見小５年）　松浦　琉晟（明倫小６年）

　　　　　中村　啓人（能古見小６年）

◇家族の絵コンクール

　　特選　中原　妃凛（古枝小１年）

　　　　　山口　結生（古枝小２年）

　準特選　森田　瑛都（古枝小２年）

　　　　　猶﨑　弘志郎（浜小５年）

　　佳作　西峰　叶夢（古枝小１年）

　　　　　鶴田　守琉（古枝小２年）

◇全日本中学校通信陸上競技佐賀大会

　開　催　日　７月 18 ～ 19 日（SAGA サンライズパーク競技場）

　【男子走り幅跳び】　２位　永渕　凱都（西部中２年）

　【男子 1500m】　２位　中島　颯太（西部中２年）

　【女子 800m】　３位　前田　百伽（西部中３年）

◇SAGA２０２０学生水泳競技大会

　開　催　日　７月４日（SAGA サンライズパーク水泳場）

　【女子100m 背泳ぎ】　３位　宮﨑　成美（西部中２年）

　生涯学習課スポーツ係

　☎０９５４（６３）２１２５

詳しくは

❖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

　政治家（候補者、候補者になろうとする者、現に公職

にある者）が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは法

律で禁止されています。違反すると、処罰されます。

　また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

みんなで徹底しよう！『選挙の三ない運動』みんなで徹底しよう！『選挙の三ない運動』
さんさん

【禁止されている寄附の例】

　◇お歳暮やお中元、お年賀など

　◇卒業祝い、入学祝い、病院見舞など

　◇お祭りへの寄附やお酒などの差し入れ

　◇地域の運動会などへの飲食物の差し入れ

　◇家族や秘書などが代理で出席するときの結婚祝いや葬式の香典

　◇地域の集会や旅行、運動会などの行事への寸志や飲食物の差し入れ

【政治家が選挙区内にある者に対する禁止の例】

　◇年賀状や暑中見舞いなどのあいさつ状（電報も含む）を出すこと　※答礼のための自筆によるものを除く

　◇あいさつを目的とする有料広告を出すこと

-選挙の三ない運動-

贈らない！

　求めない！

　　受け取らない！

　選挙管理委員会

　☎０９５４（６３）３４１８

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

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

⦿市内循環バス　　　　１０月１日（木）・２日（金）・３日（土）・５日（月）・６日（火）・７日（水）
⦿高津原のりあいタクシー　１０月１日（木）・３日（土）・６日（火）
⦿予約型のりあいタクシー　１０月１日（木）・２日（金）・５日（月）・６日（火）・７日（水）

対　象　学生（小学・中学・高校生）、満 65 歳以上の人（昭和 31 年４月１日以前生まれの人）、運転免許自主返納者、

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

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

期間限定

乗継割引券 １回あたり１００円お得になる乗継割引！
乗り継ぐたびに１日何回でも利用可能！

割引が適用となる場合

　高津原のりあいタクシー　⇦　《乗継》　⇨　市内循環バス

　予約型のりあいタクシー　⇦　《乗継》　⇨　市内循環バス

発行する日　のりあいタクシーの運行日

　☞当日限り有効で１回１枚のみ利用できます

　☞利用される場合は、乗り継ぎ前の降車時に運転手に

　　申し出て『乗継割引券』を発行してもらい、乗り継

　　ぎ先の支払い時に『乗継割引券』と割引分の100円

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

運転手に循環バスへ乗り継ぐことを
伝えて『乗継割引券』を受け取る

のりあい
タクシー
のりあい
タクシー

『乗継割引券』を利用して、１００円
を差し引いた運賃を支払う

市内
循環バス
市内

循環バス
乗り継ぎ乗り継ぎ

乗車回数券
３,０００円（１００円券４０枚）１,０００円お得！
１,０００円（１００円券１２枚） ２００円お得！

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

市内循環バス

購入場所　祐徳自動車（株）　　　　☎（６２）４５９５

　　　　　市役所３階企画財政課　☎（６３）２１０１

のりあいタクシー（高津原・予約型共通）

購入場所　再耕庵タクシー本社　　☎（６２）２１７１

　　　　　市役所３階企画財政課　☎（６３）２１０１

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

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

　現在、市内の公共交通は路線バスのほか、市内循環バス、高津原のりあいタクシー、予約型のりあいタクシーがあります。

これらは、児童・生徒の通学や高齢者の通院、買い物など生活の足として利用されていますが、近年の人口減少や自家用車

の普及などにより利用者が減少し、運行赤字額が大きくなっているなど公共交通の経営環境は厳しさを増しつつあります。

　多くの人の安全・安心な移動のためにも、公共交通の再生・活性化は重要な課題であり、住民、事業者、行政が一体と

なって策定した鹿島市地域公共交通網形成計画に基づいて、誰もがいつまでも公共交通を利用できるように、みんなで利用

して地域公共交通を一緒に守っていきましょう。

　企画財政課企画係　☎０９５４（６３）２１０１　企画財政課企画係　☎０９５４（６３）２１０１詳しくは

みんなで守ろう地域公共交通
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かんらん

旭ヶ岡保育園前

吹上荘

体育館前

田澤記念館

西峰団地

旧公民館前

中ノ谷

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

犬塚病院

ピオ・かたらい

織田病院

別府整形外科

モリナガ

高木眼科前

鹿島駅前

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

高津原のりあいタクシーのりば

鹿島バスセンター

鹿島新町（織田病院前）

公園入口

幸通り

道場前

鹿島小学校前

体育館前

西部中学校前

どんとこい前

　宿

農協前

行成

（佐賀西信用組合前）
（中川たねもの前）

※　①

※　②

※　③

※　④

※　⑤

※　⑥

※　⑦

※　⑧

　　⑨

※　⑩

※　⑪

※　⑫

ララベル

ドラモリ・コメリ前

しめご橋

鹿島農協入口

小舟津

泉通り

鹿島市役所・エイブル前

鹿島・中川

西牟田（別府整形外科前）

鹿島総合庁舎前

御神松

高木眼科前

　　⑬

※　⑭

※　⑮

※　⑯

※　⑰

※　⑱

※　⑲

※　⑳

※　㉑

※　㉒

　　㉓

　　㉔

市内循環バスのりば ※祐徳自動車（株）の路線バス停留所を併用

市内循環バス・高津原のりあいタクシー　路線・のりば市内循環バス・高津原のりあいタクシー　路線・のりば

❖１０月１日から『吹上荘』は、『旭ヶ丘

　団地』へ停留所名を変更します。場所

　の変更はありません。
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全
区
間
フ
リ
ー
降
車

①　かんらん

②　旭ヶ岡保育園

8：30 9：15 10：00 10：45 13：00

8：31 9：16 10：01 10：46 13：01

③　吹上荘

④　体育館前

8：33 9：18 10：03 10：48 13：03

8：35 9：20 10：05 10：50 13：05

⑤　田澤記念館

⑥　西峰団地

8：37 9：22 10：07 10：52 13：07

8：41 9：26 10：11 10：56 13：11

⑦　旧公民館前

⑧　中ノ谷

8：43 9：28 10：13 10：58 13：13

8：44 9：29 10：14 10：59 13：14

⑨　犬塚病院

⑩　ピオ・かたらい

8：46 9：31 10：16 11：01 13：16

8：48 9：33 10：18 11：03 13：18

⑪　織田病院

⑫　別府整形外科

8：49 9：34 10：19 11：04 13：19

8：52 9：37 10：22 11：07 13：22

⑬　モリナガ

⑭　高木眼科前

⑮　鹿島駅前

8：54 9：39 10：24 11：09 13：24

8：56 9：41 10：26 11：11 13：26

8：59 9：44 10：29 11：14 13：29

高津原線（往路） １便 ２便 ３便 ４便 ６便

全
区
間
フ
リ
ー
降
車

⑮　鹿島駅前

⑭　高木眼科前

11：30 13：45 14：30

11：33 13：48 14：33

⑬　モリナガ

⑫　別府整形外科

11：35 13：50 14：35

11：37 13：52 14：37

⑪　織田病院

⑩　ピオ・かたらい

11：40 13：55 14：40

11：41 13：56 14：41

⑨　犬塚病院

⑧　中ノ谷

11：43 13：58 14：43

11：45 14：00 14：45

⑦　旧公民館前

⑥　西峰団地

11：46 14：01 14：46

11：48 14：03 14：48

⑤　田澤記念館

④　体育館前

11：52 14：07 14：52

11：54 14：09 14：54

③　吹上荘

②　旭ヶ岡保育園

①　かんらん

11：56 14：11 14：56

11：58 14：13 14：58

11：59 14：14 14：59

高津原線（復路） ５便 ７便 ８便

運　賃　大人 300 円／回　高校生以下 100 円／回　未就学児無料

運　行　毎週火曜日・木曜日・土曜日

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

運　賃　100 円／回　未就学児無料

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

①　鹿島バスセンター 7：55 9：10 14：35

②　鹿島新町（織田病院前） 7：56 9：11 14：36

㉔　高木眼科前 ↓ 9：12 14：37

㉓　御神松 ↓ 9：13 14：38

㉒　鹿島総合庁舎前 ↓ 9：16 14：41

㉑　西牟田（別府整形外科前） ↓ 9：17 14：42

③　公園入口（佐賀西信用前） 7：57 9：18 14：43

④　幸通り 7：57 9：18 14：43

⑤　道場前 7：58 9：19 14：44

⑥　鹿島小学校前 7：59 9：20 14：45

⑦　体育館前 8：00 9：21 14：46

⑧　西部中学校前 8：01 9：22 14：47

⑪　農協前 8：04 9：25 14：50

⑫　行成 8：08 9：29 14：54

⑬　ララベル 8：11 9：32 14：57

⑭　ドラモリ・コメリ前 8：13 9：34 14：59

⑮　しめご橋 8：14 9：35 15：00

⑯　鹿島農協入口 8：14 9：35 15：00

⑰　小舟津 8：15 9：36 15：01

⑱　泉通り 8：16 9：37 15：02

⑲　鹿島市役所・エイブル前 8：17 9：38 15：03

⑳　鹿島・中川 8：18 9：39 15：04

③　公園入口（中川たねもの前） 8：19 9：40 15：05

㉑　西牟田（別府整形外科前） 8：20 9：41 15：06

㉒　鹿島総合庁舎前 8：21 9：42 15：07

㉓　御神松 8：24 9：45 15：10

㉔　高木眼科前 8：25 9：46 15：11

②　鹿島新町（織田病院前） 8：26 9：47 15：12

①　鹿島バスセンター 8：27 9：48 15：13

西　回　り

⑨　どんとこい前 8：02 9：23 14：48

⑩　　宿 8：04 9：25 14：50

①　鹿島バスセンター 10：10 13：35 15：35

②　鹿島新町（織田病院前） 10：11 13：36 15：36

㉔　高木眼科前 10：12 13：37 15：37

㉓　御神松 10：13 13：38 15：38

㉒　鹿島総合庁舎前 10：16 13：41 15：41

㉑　西牟田（別府整形外科前） 10：17 13：42 15：42

③　公園入口（佐賀西信用前） 10：18 13：43 15：43

⑳　鹿島・中川 10：19 13：44 15：44

⑲　鹿島市役所・エイブル前 10：20 13：45 15：45

⑱　泉通り 10：21 13：46 15：46

⑰　小舟津 10：22 13：47 15：47

⑯　鹿島農協入口 10：23 13：48 15：48

⑮　しめご橋 10：23 13：48 15：48

⑭　ドラモリ・コメリ前 10：24 13：49 15：49

⑬　ララベル 10：26 13：51 15：51

⑫　行成 10：29 13：54 15：54

⑨　どんとこい前 10：35 14：00 16：00

⑧　西部中学校前 10：36 14：01 16：01

⑦　体育館前 10：37 14：02 16：02

⑥　鹿島小学校前 10：38 14：03 16：03

⑤　道場前 10：39 14：04 16：04

④　幸通り 10：40 14：05 16：05

③　公園入口（中川たねもの前） 10：40 14：05 16：05

㉑　西牟田（別府整形外科前） 10：41 14：06 16：06

㉒　鹿島総合庁舎前 10：42 14：07 16：07

㉓　御神松 10：45 14：10 16：10

㉔　高木眼科前 10：46 14：11 16：11

②　鹿島新町（織田病院前） 10：47 14：12 16：12

①　鹿島バスセンター 10：48 14：13 16：13

東　回　り

⑩　　宿 10：32 13：57 15：57

⑪　農協前 10：32 13：57 15：57

市内循環バス・高津原のりあいタクシー　時刻表
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情報掲示板ワイド

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

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

は、お待たせしないように予約制となっています。基礎年金番号をご用意のうえ、お電話ください。

お
知
ら
せ

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

予約申込電話番号（受付時間８時 30 分～ 17時 15 分）

　☎０９５４（２３）０１２１（武雄年金事務所お客様相談室）

　☎０５７０（０５）４８９０（予約受付専用電話）

　音声案内が聞こえます。はじめの質問に①番を押し、次の質問に②番を押す。

　※土・日・祝日、年末年始（12 月 29 日～１月３日）を除く

相談時間帯

　月～金曜日（祝日を除く）
　　８時 30 分～ 16時

　第２土曜日
　　９時 30 分～ 16時

　週の平日の初日
　　17 時 15 分～ 19 時　市民課市民年金係　☎０９５４（６３）２１１７詳しくは

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

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

ては、市の指定工事店へお問い合わせください。

お
知
ら
せ

９月１０日は『下水道の日』

　環境下水道課下水道係

　☎０９５４（６３）３４１６

詳しくは

■下水道の役割

　海や川の汚染原因の７０％は家庭の台所での炊事や

洗濯・入浴などの『生活排水』だといわれています。

　下水道は、トイレだけでなく、これらの『生活排

水』も下水道管を通して集め、浄化センターできれい

にして海へ流しています。

■下水道は、くらしと環境を守ります

　⦿生活環境が改善されます

　　悪臭やハエなどの発生を防ぎます。溝掃除も楽に

　　なります。

　⦿水洗トイレが使えます

　　掃除等のお手入れが簡単で、お年寄りや子どもも

　　安心して使えます。

　市では、令和３年度からのまちづくりの指針となる第七次鹿島市総合計画（基本構想・基本計画）策定のために、

パブリックコメント（市民意見募集）を実施します。第七次鹿島市総合計画は、市の将来像やそれを実現するため

のまちづくりの基本的な方向性を示すもので、市のすべての活動の根拠となる最上位の計画です。

お
知
ら
せ

第七次鹿島市総合計画（素案）について　意見募集

意見を求めるための公表資料および資料取得方法

　市のホームページに掲載します。また、企画財政

課（市役所３階）でも閲覧できます。

意見募集期間　９月７日（月）～ 10 月６日（火）

意見の記載・提出方法

　意見書の様式は、市ホームページからダウンロー

ドまたは企画財政課にあります。住所、氏名、連絡先、

ご意見を記入して提出してください。また、提出は

直接持参するか、ＦＡＸ、郵送、電子メールで送付

してください。
　　　　　　　　〒８４９－１３１２　

　　　　　　　　鹿島市大字納富分２６４３番地１　鹿島市役所　企画財政課企画係

　　　　　　　　☎０９５４（６３）２１０１　℻０９５４（６３）２１２９　kikaku@city.saga-kashima.lg.jp

提出・問合せ先
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情報掲示板ワイド

　県では『佐賀県環境の保全と創造に関する条例（平成14年佐賀県条例第48号）』第65条に基づき、外来種の一

部（移入規制種）を指定して、それらの種の取扱いについての規制を行っています。処分目的で飼い主のいない移

入規制種を捕獲した場合は、基本的に市や県で受け取りできませんので、捕獲者の責任で処分をお願いします。

お
知
ら
せ

外来種の一部を規制しています

　県県民環境部有明海再生・自然環境課　☎０９５２（２５）７０８０

　市環境下水道課環境係　　　　　　　　☎０９５４（６３）３４１６

詳しくは

■主な移入規制種（合計32種類）

　植　物　オオカナダモ、

　　　　　オオキンケイギク等１８種

　魚　類　ブラックバス、カダヤシ等７種

　哺乳類　アライグマ、ヤギ等４種

　爬虫類　カミツキガメ、

　　　　　ミシシッピアカミミガメ等３種

■規制の内容

　⦿野外に放つ、植栽する、種を蒔くことの禁止

　⦿栽培や飼育する場合は、決められた飼養施設

　　等で適切な管理を行うこと

　⦿販売者は、移入種の取り扱いについて購入者

　　に説明すること

❖捕獲されたものをその場で放つ（再放流・リリース）ことも禁止です

オオキンケイギクオオキンケイギク

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

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

相談ください。

お
知
ら
せ

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

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

◆佐賀こころの電話　　　　　☎０９５２（７３）５５５６　※平日９時～ 16時

◆佐賀県自殺予防夜間相談　　☎０１２０（４００）３３７　※毎日 23時～翌５時

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

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

では抱え込まず、プライバシーに配慮した上で、医療

機関・公的機関等の専門家への相談につなげましょう。

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

ている人が発するサインに気づき、「眠れてます

か？」など、自分にできる声かけをしてみましょう。

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

と、その人は気持ちが落ち着いて、本来の自分を取り

戻すことができるのです。この「傾聴」は、悩みを聞

くうえで常に心がけたいことです。

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

とはまずありません。一見元気になったように見えて

も、悩みは繰り返すものです。寄り添いながら、長期

間見守る必要があります。

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

　福祉課障がい福祉係　☎０９５４（６３）２１１９詳しくは

※ゲートキーパー　悩んでいる人に気づいて声をかけ、話を聴き、必要な支援につなげ見守る身近な人
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✿おくすりノートを持っていきましょう

く ら し
の９月

September

カレンダーカレンダー

日曜・祝日および１月１日～３日
（９時～１７時）

鹿島市休日こどもクリニック

（高津原）

☎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）

☎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）

☎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

　　☎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）　☎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

□子どもの健診

４か月児健診
（令和2年5月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成31年1月17日～2月23日生まれ）

３歳６か月児健診
（平成29年2月生まれ）

23 日（水）

24 日（木）

3 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、バスタオル
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）

□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・16・23・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　※バスタオル等持参してください
対　象　令和 2 年 7 月生まれ　　　　　　　（通知に記載）

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　※バスタオルを持参してください

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

離乳食教室（後期） 29 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 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 24 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 30 年 9 月生まれ（希望者のみ）

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

小児時間外診療・在宅当番医小児時間外診療・在宅当番医

子どもの健診、子育て・相談・教室子どもの健診、子育て・相談・教室

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

日 在宅当番医 所在地
織田病院　　　　　☎０９５４（６３）３２７５
谷口医院　　　　　☎０９５４（６６）３５６８
樋口医院　　　　　☎０９５４（４３）１６５２
太田医院　　　　　☎０９５４（４３）１１４８
うれしのふくだクリニック　☎０９５４（４２）１２１１

8日
1日

15日
22日
29日

鹿島市
嬉野市
嬉野市
嬉野市
嬉野市
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個人情報の保護は万全です
　調査票に記入していただいた内

容は、統計の目的以外に使用する

ことはありません。

　調査票は、外部にもれないよう

に厳重に管理し、集計が完了した

後には完全に溶かし、再生紙とし

て生まれ変わります。

国勢調査員が伺います
　９月中旬に、皆さんのお宅に

『インターネット回答利用ガイ

ド』と調査票を配布します。

　お届けするのは総務大臣が任命

し、守秘義務が課せられた国勢調

査員です。

オンラインで回答できます
　パソコン、タブレット、スマー

トフォンから２４時間いつでもお

好きな時間に回答できます。

　オンライン回答は、新型コロナ

ウイルス感染防止にもなります。

　２４時間いつでもお好きな時

間に回答できて、紙の調査票に

よる郵便ポストへの投函の手間

がありません。

　入力エラーや入力漏れなどが

あればメッセージが出ますので、

正確な回答ができます。

　日本語のほか、英語や中国語

など６言語でも回答が可能です。

また、不正アクセス防止対策を２４時間行ってい

ますので、回答データは厳重に守られます。

　手軽で簡単なインターネット回答をぜひご利用

ください。

インターネット回答がオススメです

１０月１日は、国勢調査
令和２年国勢調査

回答期間　インターネット：９月１４日（月）～１０月７日（水）　調査票（紙）：１０月１日（木）～７日（水）

令和２年国勢調査

※ご不明な点は国勢調査コールセンターまでお問合せください

インターネット回答用ＩＤと調査票を世帯に配布

９月 14日（月）～ 20日（日）

すべての世帯に配ります

パソコンやタブレット、

スマホから

インターネット回答

９月 14日（月）

　　～ 10月７日（水）

　配布されたＩＤ・ア

クセスキーを入力して、

インターネットで回答

できます

郵送

　郵送された調査票は

市役所に届けられます。

　場合によっては調査

員に渡していただくこ

ともできます。

調査票（紙）の提出

10 月１日（木）

　　　～７日（水）

回答完了

国勢調査の流れ

国勢調査コールセンター　☎０５７０（０７）２０２０

　　　《ＩＰ電話の場合》　☎０３（６６３６）９６０７
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国勢調査ってなに？

　国勢調査は、人口・世帯

の実態を明らかにする国の

最も重要な統計調査のこと

です。

　調査は５年ごとの１０月１日に実施され、令和２年

国勢調査は、大正９年（１９２０年）を第１回として、

２１回目に当たり、１００年の節目を迎えます。

　日本で国勢調査をスタートさせるきっかけを作った

のが、佐賀県出身の大隈重信公ということをご存じで

すか。明治１４年、当時参議であった大隈公は『統計

院設置の件』という建議で、社会経済の実態を明らか

にする統計の必要性を述べています。

　これが後に国勢調査開始の原動力となったのです。

国勢調査員ってどんな人？

　国勢調査員は、市町村長の推薦に基づいて総務大臣

が任命する非常勤の国家公務員です。調査員には統計

法により守秘義務があり、調査上で知り得た秘密をも

らしてはならず、違反すると罰則もあります。

国勢調査に答える人って？

　令和２年１０月１日現在、日本国内に住んでいるす

べての人が対象になります。

　生まれたばかりの赤ちゃんはもちろん、３カ月以上

日本に住んでいる（住むことになっている）外国人も

調査の対象です。

調査結果はどんなことに使われるの？

　例えば、地方交付税の算定や都市計画の策定の際に

は、国勢調査の結果による人口（人口総数・就業人

口・年齢別人口・世帯数など）を用いることと定めら

れています。この他にも将来人口の予測や防災計画の

策定などの基礎資料として活用されます。

　また、調査結果は統計局のwebサイトなどで自由に

閲覧・利用できますので、企業が商品開発等に利用す

ることもあります。

国勢調査について

不審な電話や訪問にご注意ください

　国勢調査では、金銭を要求することはありません。

また、銀行口座の暗証番号やクレジットカード番号な

どをお聞きすることもありません。国勢調査を装った

不審な訪問者や不審な電話・電子メールなどにご注意

ください。世帯を訪問する調査員は、身分を証明する

『国勢調査員証』を携帯しています。

　不審に思われた場合は、回答しないで速やかに市国

勢調査実施本部にお知らせください。

国勢調査を装った

『かたり調査』にご注意ください！

国勢調査の結果は、国民

共有の統計データを形成

し、社会の持続的な発展

を支えます。

国際社会全体で取り組む

「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の基盤情報と

しても活用されています。

　国勢調査コールセンター
　☎０５７０（０７）２０２０

　☎０３（６６３６）９６０７《ＩＰ電話の場合》

詳しくは

または　鹿島市国勢調査実施本部

　　　　（企画財政課秘書広報係）

　　　　☎０９５４（６３）２１１４

国勢調査２０２０ 検索

新型コロナウイルス感染症対策

　調査は、新型コロナウイルス感染

防止のため、調査書類の配布や受け

取りを、調査員と世帯の皆さんがで

きる限り対面しない非接触の方法で

行うようにしています。国勢調査の

回答は、できる限りインターネット

または郵送でお願いします。

回答は、できる限りインターネットでお願いします

（郵送も可能です）

令和２年国勢調査
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✿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

☎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

※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）
19 日（土）
20 日（日）
21 日（祝）
22 日（祝）
26 日（土）
27 日（日）

マツモト　　　　　　☎（６３）１８４１
中尾建設　　　　　　☎（６２）９２５７
兼茂　　　　　　　　☎（６３）１６１６
池田設備左官工務店　☎０９０（８４０５）６２９８
宮園電工　　　　　　☎（６３）３１５１
峰松建設　　　　　　☎（６２）２０６８
鹿島工設　　　　　　☎（６３）１３２３
山口工業　　　　　　☎（６０）４０７４
佐賀庭苑　　　　　　☎（６２）８８１６
植松建設　　　　　　☎（６２）３５２６

日 在宅当番医 当番薬局
西岡内科クリニック　☎（６３）４０９０6 日（日） 前山薬局
織田病院　☎（６３）３２７５13 日（日） 溝上薬局スカイロード店
別府整形外科　☎（６３）３０６３20 日（日） 溝上薬局西牟田店
薬師寺医院　☎（６３）５２８１21 日（祝） アルナ薬局浜町店
志田病院　☎（６３）１２３６22 日（祝） 溝上薬局北鹿島店
中村医院　☎（６３）９２３４27 日（日） 西牟田薬局

令和２年７月３１日現在

鹿島市
－

－ 13 人能古見

浜

－－北鹿島

－

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

28,719

13,684

3,329

2,910

2,689

3,406

2,701

13,593

15,126

10,819

5,463

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

22 人 2 世帯

－ 6 人 7 世帯

1,137 世帯 2 世帯

1,006 世帯

1,242 世帯

1,019 世帯

952 世帯

1 人

0 人

9 人

5 人

7 人

15 人

8 世帯

4 世帯

－ 2 世帯

1 世帯

－

－ －

－

市役所
保健センター

5・12・19・26 日（土）、
6・13・20・27 日（日）、
21・22 日（祝）

休館日はありません

1・8・15・29 日（火）、
21・22 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）

7・14・28 日（月）、
23 日（水）、24 日（木）

7・14・28 日（月）、23 日（水）

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/

子育て支援センター わ・わ・わぽっとわ・わ・わぽっと
　親子で自由に遊べる常設のひろばです。

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階（ピオ内）

時　　間　10 時～ 17 時

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

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

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

詳しくは

□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
❖予約・利用料不要

□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。

□ひろばの集い
　季節に応じた行事やあそびを通して、

親子の交流を広げる楽しい時間です。

　初めての人もお気軽にどうぞ。

7 日（月）　『いっしょに WAWAWA』
　　　　　　～多世代ふれあい交流♡～

28 日（月）　『つくって WAWAWA』
　　　　　～つくって、あそんで、誕生会～

（共通）

時　間　11 時～ 11 時 35 分

場　所　子育て支援センター

定　員　各５組（先着予約順）

対　象　おおむね５か月～就学前児と保護者

❖利用料不要

※詳しくは facebook をご覧ください

7・14・28 日（月）、
23 日（水）

－

1・8・15・29 日（火）、
23 日（水）
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こんなときこのひとこと・学校だより

No.177

アマンダ先生

今月のキーフレーズ
 “ Hope for the best and
　　 　prepare for the worst ”

この表現は、「備えあれば憂いなし」

「最善を望み、最悪に備える」という意味で使われます。

Timmy:

John:

How is your Love life? Are you going to 
ask Kate on a date?
I am, but I don’t know if she will say yes. 
I’m hoping for the best, but preparing 
for the worst. 

（ティミー）

（ジョン）

君の恋愛どう？ケイトをデートに

誘うつもり？

あぁ。でも彼女が“はい”と言う

かわからないよ。期待はするけど

最悪も覚悟してるよ。

Bonnie:

Rick:

How did you do on the test? Did you 
pass?
I think I passed! I’m hoping for the best, 
but preparing for the worst. 

（ボニー）

（リック）

テストどうだった？合格した？

合格したと思うよ！期待はしてる

けど最悪も覚悟してるよ。

学 校 だ よ り

古枝小学校

No.280

５年生田植え体験

　６月１９日、５年生が「田植え」
を行いました。当日は、ややひんや
りとした曇り空で、絶好の田植え日
和となりました。
　これまでは、保護者や地域の皆さ
んと一緒に行っていましたが、今年
は新型コロナウイルス感染予防のた
め、子どもたちと限られた地域の皆
さんとの田植えとなりました。
　１カ月前に自分たちで種まきを行
い、２０ｃｍほどに生長したもち米
の苗を学校近くの学習田まで運びま
した。そして、米作りの先生から田
植えの仕方について教えていただき
ました。
　いよいよ田植えです。子どもたち
は苗を３本ほど取って、等間隔に植
えていくために目印がついたロープ
に沿って植え付けていきました。初

めて田植えをする子どもたちもいて、
始めは手つきもぎこちなく、苗を植
えるのに時間がかかっていましたが、
時間が経つにつれて徐々にコツをつ
かみ上手に植えることができるよう
になりました。
　地域の皆さんのご協力のおかげで、
１時間半ほどで終了しました。一緒
に行った田植え作業は、会話も弾み、
子どもたちはやり遂げた達成感・満
足感で、笑顔がいっぱいでした。
　現在、苗は順調に育っており、定
期的に草取りなどを行いながら１０
月に稲刈りを行う予定です。それま
でに、米作りに関する学習を展開し
ていきます。１２月のふれあい祭り
には、もちをついて、お世話になっ
た地域の方々や保護者などにふるま
う予定です。

田植えをする子どもたち
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温暖化対策・人権の輪

今すぐやろう温暖化対策

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

も地球に優しい低炭素ライフを賢く選択して、地球温暖化対策を

推進する国民運動です。皆さんで賢い選択をしましょう。

　環境下水道課環境係

　☎０９５４（６３）３４１６

詳しくは

■ＬＥＤやエアコンなど省エネ製品等の買換え（低炭素製品の買換え）

■公共交通の利用や効率的な物流サービス（低炭素サービスの選択）

■クールビズやクールシェア（低炭素ライフスタイルの転換）

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

で消費電力の無駄を防ぎます。

冷蔵庫の賢い使い方冷蔵庫の賢い使い方

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

上昇を抑えることができます。

ほんの少しの心遣いを
～敬老の日に思う～
◆ご意見などをお寄せください

　人権・同和対策課　☎０９５４（６３）２１２６

　今年の敬老の日は、９月２１日
です。敬老の日は２００２年まで
９月１５日と決まっていましたが、
ハッピーマンデー制度が適用され、
２００３年からは９月の第３月曜
日になることが決まりました。
　市内各地でも、お祝いの式が開
かれていましたが、今年は新型コ
ロナウイルス感染リスクを高める
だけでなく、参加される市民の安
全が最優先であるため、とても残
念なことですが開催されないとい
うことです。ところで、我が国の
高齢化は急激に進み、２０１９年
９月現在で６５歳以上の高齢者人
口は３,５８８万人で、総人口に占
める割合（高齢化率）は２８.４%
と過去最高になりました。鹿島市

においても、９,２５５人で高齢化
率は３１.９%で超高齢社会となっ
ています。
　長生きすることは素晴らしいこ
とですが、現実には『長命』が
『長寿』に結び付かない、高齢者
を取り巻くさまざまな問題があり
ます。内閣府の『人権擁護に関す
る世論調査』によると、高齢者の
人権上問題があるものとして、①
悪徳商法の被害者が多いこと　②
高齢者を邪魔者扱いにし、つまは
じきにすること　③働ける能力を
発揮する機会が少ないこと　④家
庭内での看護や介護において嫌が
らせや虐待をすることなどをあげ
ています。
　特に介護を要する高齢者への虐

待が増え、深刻な社会問題となっ
ています。厚労省の調査では、高
齢者への身体的・精神的虐待、介
護放棄、経済的虐待等の事例は、
２０１７年度で約１万７千件と
なっています。
　かつて、高齢者は地域の物知り、
家庭の知恵袋として尊敬されてい
ました。今は、高齢者の豊富な経
験や知恵が生かされる場が、家庭
でも社会でも大変せまくなってき
ています。そればかりか高齢者の
考えは時代遅れだと疎んじられる
ことさえあります。しかし、高齢
者は今日の日本を築いてこられた
先輩であり、人生の豊かな経験者
です。今、失われつつある貴重な
『生活の知恵』を学ぶことは大切
ではないでしょうか。長生きすれ
ば、誰でも老いていきます。
　誰でもが、住みやすい社会を築
いていくためにも『敬老の日』を
機会に今一度考えてみたいと思い
ます。

令和元年度小中学校『人権標語』特選・準特選の作品を紹介します

やらないよ　じぶんがされて　いやなこと　　久野　勇陽（北鹿島小１年）
ＳＮＳ　自分の言葉に　責任を　　　　　　　杉原　郁哉（西部中２年）

※学年は令和元年度人権標語
紹　介
人権標語
紹　介
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みんなで祝いましょう

敬老の日
　多年にわたり家族や地域社会に尽くしていただいたお年寄りを

敬愛し、長寿を祝う日として『敬老の日』が定められています。

 この日を契機として、皆さん一人ひとりがさまざまな高齢者の

問題を身近なこととして理解しましょう。

　そして、だれもが生きがいを持ち健康で安心して生活できる豊

かな長寿社会を目指しましょう。

□関連事業

　高齢者の健康と長寿を祝って次の事業を行います。

　敬老祝金と敬老祝品の贈呈

　　［　国　］　今年度で１００歳になる人に祝状と

　　　　　　　祝品を贈ります。

　　［鹿島市］　今年度で８８歳になる人と１００歳

　　　　　　　以上の人に祝金を贈ります。

　　※市内に１年以上かつ９月１日に住所を有する

　　　人が対象です。 　保険健康課長寿社会係　☎０９５４（６３）２１２０

　地域包括支援センター　☎０９５４（６３）２１６０

高齢者福祉に関する相談・問合せ先

□敬老行事

　９月に各地区で予定していた敬老会は、新

型コロナウイルス感染症対策として、健康と

安全を第一に考え、開催を中止することにな

りました。

敬老会の開催中止のお知らせ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　『救急の日』『救急医療週間』は、救急医療や救急業務に対して、地域住民の皆さんの理解と

正しい認識を深めてもらうことを目的に、全国一斉に普及活動が行われます。

みんなで守ろう！鹿島の救急医療！
ー９月９日（水）は『救急の日』　６日（日）～１２日（土）は『救急医療週間』ー

献血活動のご案内献血活動のご案内
と　　き　９月９日（水）９時～ 13 時

と　こ　ろ　鹿島消防署駐車場

対　　象　男性　17歳から69歳まで

女性　18歳から69歳まで

　　　　　※65歳以上の人は、60歳から64歳までに

　　　　　　献血の経験がある人に限ります。

400ml献血
男女とも50㎏

以上の人

◆屋内でもエアコンなどを適切に使用し、暑い日

　の屋外での仕事や草むしりは注意しましょう。

◆十分な水分と塩分、必要に応じてスポーツ飲料

　などを補給しましょう。

◆日ごろから規則正しい生活を送り、暑さに備え

　た体づくりをしましょう。

◆高齢者や子どもは熱中症の

　リスクが高いため、特に注

　意しましょう。

熱中症にご注意熱中症にご注意

　佐賀県内でも新型コロナウイルス

の感染者が発生しています。感染予

防は個人でできる対策です。

　しっかり、感染予防をしましょう。

新型コロナウイルス感染予防新型コロナウイルス感染予防

◆密集・密接・密閉の３密を極力、避けましょう。

◆手を清潔に保ちましょう。石けんで手を洗うか、

　手指消毒用アルコールで消毒をしましょう。

◆咳やくしゃみをする人から距離を保ちましょう。

　適宜、マスクをつけましょう。

◆発熱や咳、呼吸が苦しい場合は、かかりつけの

　医療機関やお近くの保健所へ電話で連絡して指

　示を受けましょう。

鹿島消防署救急係

詳しくは

☎０９５４（６３）１１１９
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エイブルからのお知らせなど

⦿エイブル倶楽部会員、入会要項
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
☎０９５４（６３）２１３８
℻０９５４（６３）３４２４
http://kashima-able.com/

詳しくは

市　民
図書館 図書館からのお知らせ

市民図書館　☎０９５４（６３）４３４３詳しくは

杉光政実作品展
～響きあう色彩～

床の間
コーナー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すぎみつ　　まさみ

　嬉野市塩田町生まれの画家、杉光政実

さんの作品を展示しています。杉光さん

は、行動美術協会と鹿島美術人協会に所

属し、制作活動をされています。

　昨年は、行動美術協会主催の公募展　第

74 回行動展で、『モリーノ１』が会友賞

に輝きました。後期は、その『モリーノ』

シリーズを展示しています。

後期展示　

　10 月４日（日）

　　　　　　まで

☆　杉光政実さんギャラリートーク 　☆
　と　き　９月 20 日（日）10時～

　ところ　エイブル３階研修室

　定　員　先着 30 人（事前申込不要）

『モリーノ２』

□毎週金曜日は新着図書の日！
　図書館で新しく購入する本は、毎週金曜日に届きます。小説から

仕事に役立つ本、趣味の本や絵本などさまざまなジャンルの本が新

刊棚に並びます。図書館ホームページでも一覧を見ることができる

ので、皆さんぜひチェックしてくださいね！

図書館ホームページトップ画面の

ココをチェック！

図書館ホームページトップ画面の

ココをチェック！ ☞☞
□特別整理期間のため休館します
　図書館資料の整理や普段はできない施設設備の

点検を行います。書棚の整理もして、皆さんが利

用しやすい図書館づくりを目指します！

　特別整理期間　10 月５日（月）～９日（金）

　※詳細は次号でお知らせします

に行ってみよう

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

❖新型コロナウイルス感染拡大の状況により、講座の延期または中止とする場合があります。

ところ 受講料定員 開講期間講　座　名 講　師

16 人
野菜のパワー de 免疫力ｕｐ!
　　　　　　おうちごはん講座

10 月 10 日（土）
10 時～ 12 時

エイブル２階
調理実習室

会　員　1,500 円
一　般　1,000 円
材料代　1,500 円

松尾　久美子さん

　あの『浦島太郎』を大胆にアレンジ。

　笑いと感動の友情物語として生まれ変わり

ました！一人の少年に起こる小学生最後の夏

の奇跡―親子で楽しめる舞台です。地元の団

体の共演もあります。お楽しみに！

演劇公演『ウラシマコタロウ』第２回
えいぶる事業

ジスター
公演

　と　　き　10 月 18 日（日）

　　　　　　13 時 30 分開演（13 時開場）

　と　こ　ろ　エイブルホール［全席指定］

　入　場　料　大　　人　2,000 円（会員 1,500 円）

　　　　　　高校生以下　 500 円（会員無料）

　※３歳以上から入場可能

　※当日各 500 円増し

　※前売券が完売の場合、当日券の販売はありません

❖新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一席ずつ空けて着席になります。

　また、緊急時に備え、チケット販売の際に来場者ご本人の連絡先を伺います。

　今後の感染状況によって、延期または中止する場合があります。
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　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　☎０９５４（６３）３３７３

詳しくは

食事をおいしく、バランスよく
　主食・主菜・副菜は、健康な食事の第一歩で

す。毎日の食事で、主食・主菜・副菜を組み合

わせて食べましょう。

　⦿毎日プラス一皿の野菜

　　大人が１日に必要な野菜の摂取量は３５０

　グラム。これは日本人の平均摂取量に、もう

　一皿加えた量に相当します。

　⦿おいしく減塩１日マイナス２グラム

　　だし、柑橘類、香辛料などを使って、おい

　しく減塩しましょう。

　⦿毎日のくらしにwithミルク

　　カルシウムとたんぱく質がバランスよく含

　まれる牛乳、乳製品を摂りましょう。

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

　毎月１９日は『食育の日』です。

　市食生活改善推進協議会では、料理教室を

開催しています。

　どなたでも参加できますので、希望する人

は保健センターまでお申し込みください。

と　　き　９月 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、マスク

申込期限　９月 11 日（金）

食改さんの料理教室食改さんの料理教室

研修コース　基礎研修コース（３日間）

　　　　　①初任者対象　10 月 25 日（日）・11 月３日（祝）

　　　　　②経験者対象　11 月 15 日（日）

　　　　　指導力向上研修コース（各１日間）

　　　　　Ａコース　12 月 13 日（日）

　　　　　Ｂコース　令和３年１月 17 日（日）

定　　員　各コース 45 人

対　　象　医師、保健師、管理栄養士、看護師（保健指導経験者）

会　　場　佐賀メディカルセンタービル

受　講　料　無料

申込期間　基礎研修①　９月 18 日（金）～ 10月 15 日（木）

　　　　　基礎研修②　10 月 16 日（金）～ 11 月４日（水）

　　　　　指導力向上研修Ａ　11 月５日（木）～ 26日（木）

　　　　　指導力向上研修Ｂ　12 月 11 日（金）～令和３年１月７日（木）

申込期間　郵送、ＦＡＸまたはＥメールで受講申込書を送

　　　　　付してください。受講申込書は、財団ホームペ

　　　　　ージからダウンロードできます。

　　　　　※ＦＡＸの場合は、送信の旨をお知らせください。

佐賀県健康づくり財団

保健指導支援ステーション担当

☎０９５２（３７）３３０１

℻０９５２（３７）３０６１

申込・問合せ先

特定保健指導研修受講者募集特定保健指導研修受講者募集

　　　　　水痘（水ぼうそう）は、水痘帯状疱疹

ウイルスの感染によって起こる感染症で、空気感

染、飛沫感染、接触感染によって感染します。

　症状は全身にかゆみを伴う発疹が出て、その後

水ぶくれとなり、かさぶたを残して治癒します。

発熱を伴うこともあります。一度感染すると一生

からだの中にウイルスが残り、加齢や免疫抑制状

態等で活性化し、帯状疱疹を発症します。

水痘予防接種を受けましょう水痘予防接種を受けましょう

対　象　者　１歳～３歳未満

接種回数　２回（１回目接種後６カ月以上間を空けます）

料　　金　無料（対象者以外は全額自己負担）

持　参　品　母子健康手帳、予防接種予診票

予防接種は県内の医療機関での個別接種です。
医療機関に直接お申し込みください。
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胃がん検診
【対　象】40 歳以上

　　　　～ 79 歳以下

【内　容】

バリウムを飲み

レントゲン撮影

【自己負担金】1,000 円

肺がん検診
【対　象】40 歳以上

【内　容】

①胸部レントゲン撮影

②痰検査（問診で必要な人のみ）

【自己負担金】

①400 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

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）

⦿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）

⦿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。

保健センター（エイブル１階）

☎０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

月　日 対　象　区

10 月 26 日
（月）

10月 27 日
（火）

10月 22 日
（木）

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 25 日
（日）

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

月　日 対　象　区

９月 11 日
（金）

９月８日
（火）

９月９日
（水）

９月７日
（月）

執行分・井手分・馬渡・奥山・竹ノ木庭・
平仁田開拓

行成・犬王袋・大村方・中尾・中町・
八宿・森

９月 10 日
（木）

納富分・末光・白鳥尾・貝瀬・土穴・
本城・中木庭・山浦開拓・番在開拓

鮒越・新方・湯ノ峰・飯田・音成・
大宮田尾・母ヶ浦

10 月 20 日
（火）

上古枝・下古枝・久保山・七開・庄金・
野畠・南舟津・北舟津

10 月 21 日
（水）

若殿分・筒口・大殿分・川内・山浦・
本町・乙丸・中村

10 月 23 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・小宮道

城内・東町・西牟田・新町・東塩屋・
西塩屋・西葉・矢答

令和３年
１月19日（火）

★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。

令和３年
１月20日（水）

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

大手・中牟田・横田・小舟津・世間・
重ノ木

令和３年
１月20日（水）

★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。

❖新型コロナウイルス感染症予防のため、受診時は

　マスクの着用、自宅での検温をお願いします。

　　　　　　忙しくて何度も健診（検診）を受ける時間がない人などにおすすめです。ぜひご利用ください。

と　　き　９月７日（月）～ 11 日（金）、10月 21 日（水）・22 日（木）・25日（日）受付８時 30 分～ 10時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

内　　容　身長、体重、血圧測定、血液検査、尿検査、診察、

　　　　　がん検診（胃・肺・大腸・前立腺）

対　象　者　今年度 40 歳～ 74歳になる国保特定健診対象者で、

　　　　　がんセット検診を同時に受診する人

料　　金　特定健診1,000円＋がんセット検診費用

　　　　　※後日郵送する受診票で確認してください

❖予約制です。希望する人は『検診申込調査票』を保健センターへ提出してください。

　また、特定健診のみの場合は、実施医療機関または別日の特定健診をご利用ください。

国保特定健診とがん検診を同時に受けられます国保特定健診とがん検診を同時に受けられます
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　結核は昔の病気ではありません。日常生活をともにする人にうつりやすい病気です。特に80歳以上の人

の発症が増えています。『感染症法』の結核予防対策に基づき、６５歳以上の人を対象に結核健康診断を

実施します。受診時は、新型コロナウイルス感染症予防として、マスクの着用をお願いします。

６５歳以上の人は結核健康診断（胸部レントゲン）を無料で受けることができます６５歳以上の人は結核健康診断（胸部レントゲン）を無料で受けることができます

　保健センター（エイブル１階）　☎０９５４（６３）３３７３詳しくは

月　日

９月 14 日
（月）

09：30～10：30
保健センター

馬渡・末光

10：30～11：30 重ノ木・行成

13：30～13：55 上古枝公民館 上古枝

14：15～14：40 鮒越公民館 鮒越・七開

15：00～15：45 古枝公民館 下古枝・久保山

９月 18 日
（金）

9：30～10：00 母ケ浦公民館 母ケ浦・西葉

10：30～11：15 小宮道公民館

13：30～14：15 飯田公民館 飯田・江福

14：30～15：15 七浦公民館

大宮田尾・小宮道
東塩屋・西塩屋

龍宿浦・嘉瀬浦
音成・矢答

９月 25 日
（金）

13：30～14：30
保健センター

犬王袋・世間

14：30～15：30 横田・城内

13：30～14：45 納富分公民館 納富分

15：15～16：15 小舟津公民館 小舟津

９月 28 日
（月）

9：00～ 9：30 伏原公民館 伏原・下浅浦

9：45～10：15 中浅浦公民館

10：45～11：10 山浦公民館

11：30～11：45 川内公民館

山浦・山浦開拓
白鳥尾・番在開拓

上浅浦・中浅浦

川内

9：00～ 9：40 北鹿島公民館

10：00～10：50 井手公民館 井手

11：10～11：40 三部公民館

常広・古城

新籠・三部

９月 29 日
（火）

9：30～ 9：50 中尾公民館

10：20～10：50 大村方公民館 大村方

13：30～14：30
保健センター

執行分・井手分

14：30～15：00
大手・東町
中牟田

中尾・竹ノ木庭
奥山・平仁田開拓

10 月１日
（木）

9：15～11：30 高津原
高津原公民館
かんらん

14：00～14：45

14：45～15：30 大殿分・若殿分

南川・筒口
のごみふれあい

楽習館

10 月２日
（金）

09：30～ 9：50 中川内集会所

10：10～10：20 西三河内

10：40～11：50 西牟田公民館 西牟田・新町

13：30～14：00
北鹿島公民館

中川内・広平
大野・早ノ瀬

西三河内公民館

本町・中村
組方

14：00～14：30 乙丸・土井丸

15：00～15：20 森公民館 森

10 月５日
（月）

9：30～ 9：40 中木庭公民館 中木庭

9：55～10：10 本城集会所

10：30～10：40 貝瀬公民館

11：00～11：20 大木庭公民館

11：30～11：40 東三河内公民館

本城・土穴

大木庭

東三河内

貝瀬

13：30～14：00
浜公民館

14：00～14：30 南舟津・野畠

新方・湯ノ峰
庄金

14：50～15：20 北舟津公民館

15：40～16：10 中町公民館

北舟津

中町・八宿
浜新町

10月 12 日
（月）

09：30～11：00 保健センター 未受診者

受付時間 実施場所 対象区 月　日 受付時間 実施場所 対象区

◉肺がん検診を受診する人は、受診できません。

◉都合が悪い場合は、都合のよい場所で受診できます。

◉当日、ハガキを持参してください。

◉撮影時、薄手のシャツや肌着は着用できます。

◉料金は無料です。

※対象者にはハガキを送付しています
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子宮頸がん・乳がん検診を受けましょう子宮頸がん・乳がん検診を受けましょう

　保健センター（エイブル１階）

　☎０９５４（６３）３３７３

詳しくは

月　日 対　象　区

10 月 30 日
（金）午後

大手・行成・井手

11 月６日
（金）午前

小舟津・川内・白鳥尾・山浦開拓・
番在開拓・平仁田開拓・三部

11 月 25 日
（水）午後

中浅浦・筒口・中村・土井丸・母ケ浦

11 月 26 日
（木）午後

高津原（１）

11 月 30 日
（月）午後

高津原（２）

12 月２日
（水）午後

野畠・北舟津・新籠・常広・音成

12 月３日
（木）午前

馬渡・伏原・下浅浦・広平・貝瀬・土穴・
本城・奥山・竹ノ木庭・嘉瀬ノ浦・
大宮田尾・矢答

12 月３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

９月２日
（水）午後

末光・庄金・南舟津・中町・
本町・乙丸

９月 16 日
（水）午前

若殿分・執行分・山浦・早ノ瀬

９月 25 日
（金）午前

中牟田・大木庭・南川

10 月４日
（日）午前

日曜日検診希望者は、保健センターに申し込み
が必要です

９月 18 日
（金）午後

西牟田・新町・中木庭・浜新町

12 月 15 日
（火）午前

城内・東町・上浅浦・森・江福

12 月 15 日
（火）午後

横田・犬王袋・新方・湯ノ峰・西葉

受　付　保健センター（エイブル１階）

　　　　午前：９時～10時30分　午後：13時30分～15時

　　　　夜間：18時～19時30分

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

⦿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

⦿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。

⦿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）

⦿新たに希望する人はご連絡ください。

　新型コロナウイルス感染症予防のため、当初の予定より受付時間などを変更しています。受診時はマスクの着用、

検温をお願いします。また、検査着の着回しは行いませんので、バスタオルを持参してください。

□ロコモ予防運動教室

と　　き　10 月２日～ 12月 25 日

　[ 毎週金曜日］10時～ 11 時 30 分

と　こ　ろ　七浦体育館

内　　容　ストレッチ、リズムダンス、

　　　　　筋力トレーニング　など

対　　象　おおむね 40 歳以上

参　加　費　無料

持　参　品　タオル、体育館シューズ、

　　　　　動ける服装、飲み物　など

□脳若教室（１２回コース）

　認知症予防を目的に、参加者同士で交流しながらストレッチ

やiPadを使った記憶力ゲームで楽しく脳を活性化しませんか。

と　　き　10 月２・16・23 日（金）、11 月５・26日（木）、

　　　　　12 月 10・17・24 日（木）、

　　　　　令和３年１月５日（火）・14・21・28 日（木）

時　　間　10 時～ 11時 30 分

と　こ　ろ　エイブル３階研修室A

定　　員　先着 12 人

対　　象　おおむね 65 歳以上

テキスト代　2,000 円　※初回集金

地域包括支援センター　☎０９５４（６３）２１６０申込・問合せ先

地域包括支援センターからのお知らせ
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お知らせ

　市では、市

内の店舗など

で使える割引

券“助かっ券”

を市民の皆さん全員に送付していま

す。“助かっ券”は 1,000 円ごとの

買い物で 500 円分の割引券として

使えます。

　“助かっ券”は、世帯主宛に簡易

書留で送付していますが、受取人不

在で郵便局での保管期限が過ぎた分

は、市役所でお預かりしています。

　お預かり分の“助かっ券”の交付

を希望される場合は、来られる人の

身分証明書を持参のうえ、市役所２

階商工観光課までお越しください。

交付対象　６月 11 日時点で市内に

　　　　　住民登録がある人

使用期限　10 月 31 日（土）

詳しくは　商工観光課商工労政係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１２

　世帯主名や会社名などの変更が

あって、水道使用者の名義が変わる

とき（引き続き水道をお使いになる

場合も）は、水道課窓口での手続き

が必要です。また、水道料金などに

関する相談も承っています。

詳しくは　水道課管理係

　　　　　☎０９５４（６２）３７１８

開　　議　10 時～

詳しくは　議会事務局　☎０９５４（６３）２１０４

4日（金）　

5日（土）～

10 日（木）～

12 日（土）～

15 日（火）　

16 日（水）　

17 日（木）　

18 日（金）　

19 日（土）～

24 日（木）～

26 日（土）～

29 日（火）～

10月 1日（木）

10月 2日（金）

10月 3日（土）

10月 5日（月）

10月 6日（火）

10月 7日（水）

9日（水）

11日（金）

14日（月）

23日（水）

25日（金）

28日（月）

30日（水）

～4日（日）

開会、会期の決定、議案の一括上程（提案理由説明）

休会

議案審議

休会

常任委員会

休会

決算審査特別委員会（開会・現地調査）

決算審査特別委員会

休会

決算審査特別委員会

休会

一般質問

休会

一般質問

休会

予備日（一般質問）

休会

委員会報告、議案審議、質疑、討論、採決、閉会

※一般質問などの内容は鹿島市ＨＰ

　の『鹿島市議会』に掲載します

※ケーブルテレビでは 11 チャンネ

　ルで議会中継を放送します

市議会９月定例会会期日程（案）
～傍聴にきてみませんか～

□佐賀県交通死亡事故防止緊急対策を実施中です（８月３日～９月 30 日）　※（　　）内は前年比

　佐賀県では交通事故による死者数が７月末時点で23人と大幅に増加していることから、９月30日

　まで交通死亡事故緊急防止対策が実施されます。ドライバーは、歩行者等への思いやりと運転へ

　の集中を忘れず、歩行者も安全確認を確実に行うなど、交通事故防止に努めましょう。

詳しくは　鹿島警察署交通課　☎０９５４（６３）１１１１

鹿島警察署管内
佐 賀 県 内

鹿 島 市 内

2,120 件（－776）
113 件（－036）
58 件（－022）

3,891 人（－1,143）
147 人（－042）
80 人（－025）

23 人（＋06）
1人（ 00）
1人（ 00）

9,908 件（－1,412）
582 件（－066）
316 件（－008）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

令和２年７月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

詳しくは　企画財政課秘書広報係　☎０９５４（６３）２１１４

祝　儀 ７月９日 5,000円 鹿島機械金属工業会総会

11,000円 令和２年度累計　59,500 円合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

会　費 ７月25日 6,000円 表彰受賞祝賀会

令和２年７月分の市長交際費を公表します

家計もお店も
“助かっ券”

水道に関する手続きや
相談は水道課まで

情報掲示板　◇　お知らせ

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、令和元年７月か

ら市役所敷地内（駐車場含む）は原則禁煙になりました。喫煙は特定屋外

喫煙場所に限ります。違反者には、罰則の適用（過料）が課せられること

があります。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　☎０９５４（６３）２１１１詳しくは
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　９月末でピオ東側駐車場の出入口

ゲート管理が終了します。１０月か

ら夜間の時間帯（２２時以降）は施

錠されますのでご注意ください。

詳しくは　かたらい管理室

　　　　　☎０９５４（６３）３０３０

　佐賀働き方改革推進支援センター

では、働き方改革の対応に向けた相

談支援を無料で実施しています。

　忙しくて相談に行く暇がない場合

でも、社会保険労務士等の専門家が

事業所に訪問し、労務管理上の疑問

点を聞きながら最大５回まで支援を

行います。

　詳しくはお問合せください。

□市役所での窓口相談日程

　と　き　９月 11 日（金）

　ところ　市役所５階第７会議室

　相談料　無料

　問合せ　佐賀働き方改革推進支援センター

　　　　　☎０１２０（６１０）４６４

※窓口相談は、令和３年３月まで、

　毎月第２金曜日に行います。

詳しくは　商工観光課商工労政係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１２

講習会・教室

　昔ながらの製法にこだわった、ぬ

か床づくりを体験してみませんか。

　ぬか床や漬物づくりを学ぶ教室で

す。また、市内産の野菜を使った漬

物の試食もあります。ぜひ、ご参加

ください。

と　　き　９月 13 日（日）13 時～ 15 時

と　こ　ろ　産業活性化施設海道しるべ

講　　師　田雑継市郎さん（田雑商店）

対　　象　市内在住または市内勤務の人

定　　員　先着 10 人

参　加　費　500 円／１人

詳しくは　産業活性化施設海道しるべ

　　　　　☎０９５４（６３）８０６０

自家用車で『かたらい』を
ご利用の人へ

漬物（ぬか床）づくり教室

　年末年始における一時的な占用申

請を希望される人は、説明会を開催

しますのでご参加ください。

と　　き　９月 29 日（火）

　　　　　13時 30 分～ 14 時 30 分

と　こ　ろ　新世紀センター２階会議室

詳しくは　都市建設課土木管理係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１５

■夏の作業もおまかせください

　『農作業』『草払い、草取り』『家事』

『庭木剪定』『賞状書き』など、いろい

ろな作業についてご相談ください。

■家庭菜園・果樹園などに剪定枝葉
のチップ（EM 入り）はいかがですか

　『袋詰め』やトラック『バラ積み』で

販売しています。土づくりに最適で

す。どうぞご利用ください。

■刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソー

などの刃物研ぎをお受けします。

と　　き　９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。

■会員を募集しています

対　　象　60歳以上または来年３月

　　　　　までに60歳になる人

説　明　会　９月 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

　☎０９５４（６３）０９７０

　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３年３月 31 日（水）

補助金額　設置する太陽電池の最大出力（kW）

　　　　　に２万円を乗じた額（上限６万円）

対象工事の要件　

①市内の既存または新築の住宅である、ま

　た、屋根などへの設置に適したもので、

　低圧配電線と逆潮流有りで連結している

②太陽電池の最大出力が10kW未満

③補助対象経費が１kW当り65万円以下

④設置工事は県内業者が行うこと

申請に必要な書類　

①住民票（世帯全員記載）の写し

②市税滞納のない証明

③工事見積書（図面などを含む）の写し

④施工前の写真

⑤その他市長が必要と認める書類（該当者のみ）

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１６

　９月２１日（祝）から３０日（水）

までの１０日間、全国一斉『秋の交

通安全県民運動』が実施されます。

　皆さん一人ひとりが交通ルールを

守り、交通事故防止に努めましょう。

全国重点推進事項

　⦿子どもを始めとする歩行者の安　

　　全と自転車の安全利用の確保

　⦿高齢運転者等の安全運転の励行

　⦿夕暮れ時と夜間の交通事故防止

　　と飲酒運転等の危険運転の防止

佐賀県重点推進事項　

　よかろうもん運転の根絶

詳しくは　総務課防災係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１２

畑の準備や作業、お受けします
シルバー人材センター

祐徳門前水路の一時的な
占用申請事務説明会

太陽光発電設置補助金
のお知らせ

秋の交通安全県民運動
守ろう交通ルール　高めよう交通マナー

佐賀働き方改革
推進支援センター

情報掲示板　◇　お知らせ・講習会・教室

中小企業の福利厚生をサポートします

　中小企業勤労者福祉サービスセンターは、佐賀県の中小企業で働く人の

福利厚生を充実させることにより、事業所の人材確保や定着化、企業活力

の維持・向上を図るとともに地域経済の活性化を目的としています。

　会員になっていただくと、健康診断や国内宿泊施設利用の料金一部助成、

映画や温泉施設のチケットが格安で購入できます。また、共済給付事業と

して各種給付金を支給します。

詳しくは　佐賀県中小企業勤労者福祉サービスセンター　☎０９５２（３４）５５２２
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　人権問題に対する正しい理解と認

識を深めてもらうため、人権学習会

を開催します。（ケーブルテレビ放送予定）

と　　き　９月８日（火）

　　　　　13 時 30 分～ 14 時 30 分

と　こ　ろ　エイブルホール

テ　ー　マ　子どもの人権

講　　師　県中央児童相談所職員

※第４回　難病当事者の人権問題

　　　　　講師：内田百玲さん

　10 月 14 日（水）16 時～ 17 時

◇◇◇学習会聴講について◇◇◇
　聴講を希望する人は、住所、氏名、

電話番号を郵送・FAX・メールで人

権・同和対策課まで連絡ください。

　来場の際は、マスクを必ず着用し

てください。なお、発熱・咳など風

邪の症状がある人、濃厚接触者の疑

いがある人などは、来場をご遠慮く

ださい。

詳しくは　人権・同和対策課

　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３－１

　☎０９５４（６３）２１２６

　℻０９５４（６３）２３１３

　douwa@city.saga-kashima.lg.jp

　鹿島商工会議所では、創業希望者

や創業して３年未満の人を対象に、

必要な基本的知識から具体的なビジ

ネスプランの作成など、各分野の専

門家から短期集中で学ぶことができ

る講座を開催します。内容、時間に

ついてはお問い合わせください。

◆１回目（全５回）

　10 月 19 日（月）・20 日（火）・27 日（火）

　・28 日（水）、11 月 4 日（水）

◆２回目（全３回）

　11 月 21 日（土）・22 日（日）・28 日（土）

と　こ　ろ　鹿島商工会議所

定　　員　各 10 人程度

参　加　費　無料

詳しくは　鹿島商工会議所

　　　　　☎０９５４（６３）３２３１

　鹿島市出身の小児科医 森田駿さ

んによる食物アレルギーの基礎知識、

食事療法、緊急時の対応、気になる

アレルギー治療法などについての講

習会です。皆さんの参加をお持ちし

ています。

と　　き　９月 12 日（土）13 時～

と　こ　ろ　エイブルホール

講　　師　森田　駿さん

（唐津赤十字病院小児科医師、日本小児アレルギー学会員）

詳しくは　子育て支援センター

　　　　　☎０９５４（６３）０８７４

　好きな文字や言葉を書いてみませ

んか。当日受付もできます。お気軽

に参加してください。

と　　き　10 月 18 日（日）９時 30 分～ 16 時

と　こ　ろ　かたらい４階多目的室

講　　師　松尾洋一さん

内　　容　漢字行草作品、かな、

　　　　　調和体、篆刻など

持　参　品　書道道具一式、半紙、

　　　　　半切、新聞紙など

　　　　　※資料、手本は準備します

受　講　料　2,000 円（昼食代含む）

申込・問合せ先　

　鹿島書の会庶務係　松尾

　☎０９０（２０９６）８１４８

募　集

対　象　者　求職者

訓練期間　11 月５日（木）～７カ月

受　講　料　無料（別途テキスト代等を要す）

申　込　先　ハローワーク鹿島

申込期限　９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

　　　　　☎０９５２（２６）９５１６

　詳細はお問い合わせください。

入試区分　①一般入試　②社会人入試

　　　　　③施設推薦入試

募集人員　①～③合わせて 40 人

受験資格

　①中学校卒業（見込み）以上の者

　②高等学校を平成 31 年３月以前

　　に卒業の者

　③医療・福祉施設に継続勤務１年

　　以上で施設長の推薦がある高校

　　卒業（見込み）の者

出願期間　10月５日（月）～15日（木）

入　試　日　10 月 18 日（日）

合格発表　10 月 22 日（木）

試験科目　

①　国語、数学、集団面接・討議

②③作文、集団面接・討議

請求・問合せ先　

　〒８４９－１３１１　鹿島市大字高津原８１３

　鹿島看護学校

　☎０９５４（６３）３９６９

職務内容　土地改良事業に関する

　　　　　維持管理業務全般、事務

募集人員　１人

就労開始　令和３年１月４日～

応募資格　市内在住者

　　　　　20 歳～ 40 歳程度の人

　　　　　普通自動車免許所有者

　　　　　一般事務経験者

　　　　　（エクセル・ワードができる人）

応募期間　９月４日（金）～ 30 日（水）

選考方法　書類審査、面接

詳しくは　鹿島市土地改良区

　　　　　☎０９５４（６３）２８５３

◉市税集合徴収分
◉介護保険料
◉後期高齢者医療保険料の
第４期の口座振替日は

９月３０日（水）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

ファミリーサポーター講習会

身体の発育と病気『食物アレルギー』

鹿島看護学校 検索

鹿島書の会　秋の練成会

鹿島市土地改良区
職員募集

かしま創業塾

人権学習会を開催します

令和2年11月期
職業訓練受講生募集

募集訓練科 定員

ＣＡＤ/ＮＣオペレーション科

溶 接 技 術 科

住 環 境 Ｃ Ａ Ｄ 科

１７

(３科で)

鹿島看護学校
令和3年度生徒募集

情報掲示板　◇　講習会・教室・募集
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相　談

　武雄調停協会では、弁護士や調停

委員による無料相談会を行います。

と　　き　９月 26 日（土）10 時～ 15 時

と　こ　ろ　武雄市文化会館２階大集会室Ｂ

相談内容　相続、遺産分割、借金問題、

　　　　　離婚、養育費、土地建物など

詳しくは　武雄調停協会

　　　　　☎０９５４（２２）２１５９

　養育費の支払いがない、取り決め

のための手続きが知りたいなど、司

法書士による電話での無料相談会を

行います。

と　　き　９月 12 日（土）10 時～ 16 時

専用電話　☎０１２０（５６７）３０１

詳しくは　佐賀県司法書士会

　　　　　☎０９５２（２９）０６２６

　借り入れやローン返済の債務整理

など、相談員が面談に応じます。

と　　き　９月 16 日（水）

　　　　　10 月 21 日（水）

　　　　　13 時～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　佐賀財務事務所（佐賀市）

申込期限　相談会２営業日前まで

申込・問合せ先

　福岡財務支局多重債務相談窓口

　☎０９２（４１１）７２９１

　（月～金曜日９時～ 17 時）

　『公証週間』（10 月１日～７日）に

合わせて、遺言の作成や金銭・土地

建物の貸借、老後の財産管理などの

無料相談会を開催します。

と　　き　10 月２日（金）９時～ 19 時

と　こ　ろ　佐賀公証人合同役場（佐賀市）

詳しくは　佐賀公証人合同役場（要申込）

　　　　　☎０９５２（２２）４３８７

と　　き　９月 27 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

　☎０１２０（９３１）５３６

　日常生活でお困りのこと、嫌がら

せ、差別など何でもご相談ください。

　相談は無料です。匿名でもかまい

ません。秘密は厳守します。

受　　付　月～金曜日９時～ 17 時

専用電話　☎０１２０（７７１）２０８

詳しくは　人権・同和対策課

　　　　　☎０９５４（６３）２１２６

◆厚生年金・国民年金相談（要予約）

　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

　武雄年金事務所☎０９５４（２３）０１２１

◆人権相談　かたらい３階健康相談室

　３日（木）10 時～ 15 時

◆無料法律相談（市民優先）　市役所５階

　17 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 ☎（６３）２１１１

◆行政相談（市民優先）　市役所５階

　17 日（木）受付 13 時～ 14 時 30 分　13 時開始

　総務課 ☎（６３）２１１１

◆消費生活相談　商工観光課　

　毎週月・金曜日（９月 21・25 日を除く）

　９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

新世紀センター２階会議室

◆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）

◆介護に関する相談　保険健康課

　月曜日～金曜日９時～ 17 時

◆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 ☎（６３）２１１９

◆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６会議室

　NPO 法人それいゆ☎０９５２（３７）０２５０

◆納税相談（要予約）　税務課

　月曜日～金曜日（祝日を除く）９時～ 16 時

　　　　　税務課 ☎（６３）２１１８

◆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）

　18 日（金）13 時～ 16 時　かたらい３階会議室

　社会福祉協議会 ☎（６２）２４４７

◆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）

　　　　　　　　 ☎（６２）２４４７

弁護士による
無料法律相談会

公証人による
遺言等無料相談会

無料調停相談会

養育費相談会

多重債務の
無料出張相談会

アイヌの方々からの
相談をお受けします

その他の相談

募集締切　９月 15 日（火）　※郵送可、消印有効

提出方法　市のホームページからダウンロードまたは

　　　　　教育総務課に備え付けの専用受験書に必要

　　　　　事項を記入し、提出してください。

　　　　　　　　〒８４９－１３１２

　鹿島市大字納富分２６４３番地１　鹿島市役所

　教育総務課管理係　☎０９５４（６３）２１０３

　※詳しくは市ＨＰの募集要項をご覧ください

申請・問合せ先

市内小中学校で、学習内容の定着が図れていない
児童生徒への対応を教師と協同で支援する業務

週 20 時間
（１日４時間程度）

学習支援員 若干名
10 月１日～

　令和３年３月 31 日

募集区分 雇用期間 勤務内容 勤務時間募集人員

学習支援員募集

情報掲示板　◇　相談
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“クロちゃん”
　“もりも”と学ぶ
　　　　ＳＤＧｓ！
　　　　　　　　　　　（エスディージーズ）

“クロちゃん”
　“もりも”と学ぶ
　　　　ＳＤＧｓ！
　　　　　　　　　　　（エスディージーズ）

安全な水と
　トイレを世界中に

『目標６』

安全な水と
　トイレを世界中に

『目標６』

　企画財政課企画係　☎０９５４（６３）２１０１　企画財政課企画係　☎０９５４（６３）２１０１詳しくは

　ラムサール条約推進室　☎０９５４（６３）３４１６　ラムサール条約推進室　☎０９５４（６３）３４１６詳しくは

もりももりも

目標だけを見ると関係ないように見えるよね。ただ一つの目標には

何個か細かくターゲットって言われるものがあるんだ。

ん？この目標はラムサールとは関係ないのだ。

目標のなかにもっと細かい目標があるっていうことなのかな？

そう。目標６のターゲットで“水に関連する生態系の保護・回復を行う”と

あるんだ。この水にはラムサール登録地のような湿地も含まれているんだ！

クロちゃんクロちゃん
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