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　段ボールコンポストを作ろう

写真写真
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環境教育学習の様子です。

（関連記事７ページ）
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❖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

新型コロナウイルス感染症対策
新型コロナウイルス感染症対策とインフルエンザ予防接種

　これからインフルエンザの流行期に入りますが、新型コロナウイルス感染症が拡大している中で冬を迎える

ことになり、例年以上に注意が必要です。そのため、新型コロナウイルス感染症対策として、これまで全額自

己負担でインフルエンザ予防接種を受けていた人にも今年は費用の助成を行います。インフルエンザにかかり

にくくなることで、新型コロナウイルス感染症との選別もしやすくなり感染拡大防止にもつながりますので、

インフルエンザの予防接種を受けましょう。希望する人は、直接医療機関へお申し込みください。

対　象　者　◆65 歳以上で希望する人

　　　　　◆60 ～ 64 歳で心臓・腎臓・呼吸器

　　　　　　などに重い障害のある人

期　　間　10 月１日（木）～ 12月 31 日（木）

　　　　　（医療機関によって異なる場合があります）

接種回数　１回

自己負担金　1,300 円

　　　　　（医療機関の窓口でお支払いください）

　　　　　※生活保護世帯および中国残留邦人支

　　　　　　援給付世帯の人は無料

持　参　品　健康保険証（住所確認用）

　　　　　健康手帳またはおくすりノート（済証貼付用）

①　高齢者のインフルエンザ予防接種（定期接種）①　高齢者のインフルエンザ予防接種（定期接種）

対　象　者　中学３年生までの子どもで希望する人

期　　間　10 月１日（木）～ 12月 31 日（木）

接種回数　13 歳未満：2回　13 歳以上：1回

助　成　額　1，000 円／回

自己負担金　接種費用から助成額 1，000 円を引いた額

持　参　品　母子健康手帳、健康保険証（住所確認用）

②　中学３年生までのインフルエンザ予防接種②　中学３年生までのインフルエンザ予防接種

対　象　者　①②以外の人（高校１年生相当年齢～64歳）

期　　間　10 月１日（木）～ 12月 31 日（木）

接種回数　１回

助　成　額　1，000 円／回

自己負担金　接種費用から助成額 1，000 円を引いた額

持　参　品　健康保険証（住所確認用）

③　１６歳から６４歳までのインフルエンザ予防接種③　１６歳から６４歳までのインフルエンザ予防接種

②③の接種場所　市内の実施医療機関と谷口医院（嬉野市）

❖期間内に②③の接種場所以外で受けた人にも助成額を払い戻します。領収書、印鑑、通帳、また、②の予防接種を受け

　た人は、接種済証または母子健康手帳を持参のうえ、令和３年３月31日（水）までに保健センターへ申請してください。

■インフルエンザワクチン接種時期ご協力のお願い（厚生労働省）■
　今年は過去５年で最大量のワクチンが供給される予定となっていますが、より必要とされている人に

確実に届くように、接種時期のご協力をお願いします。

　接種時期　10月 1日（木）～　　定期接種対象者（①に該当する人）

　　　　　　10月 26日（月）～　　医療従事者、基礎疾患がある人、妊婦、生後６か月～小学校２年生

　　　　　　　　　　　　　　　　　※上記以外の人も接種は可能です
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新型コロナウイルス感染症対策　給付金、支援等について新型コロナウイルス感染症対策　給付金、支援等について

ひとり親世帯臨時特別給付金

■基本給付　１世帯 50,000 円　第２子以降１人につき 30,000 円

　対　　象　ひとり親世帯で、次のいずれかに該当する人

　　①令和２年６月分の児童扶養手当が支給されている人

　　　（申請不要）※７月 30 日に支給しています

　　②公的年金等（遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、

　　　遺族補償など）を受給しており、令和２年６月分の児童

　　　扶養手当の支給が全額停止される人で、平成 30 年収入額

　　　の支給要件を満たす人（申請必要）

　　※児童扶養手当の申請をしていれば、令和２年６月分の児

　　　童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測さ

　　　れる人も対象となります。

　　③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変す

　　　るなど収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準

　　　となっている人（申請必要）

　新型コロナウイルス感染症による国の緊急経済対策の一つとして、ひとり親世帯に給付金を支給します。

　福祉課社会福祉係

　☎０９５４（６３）２１１９

詳しくは

■追加給付　１世帯 50,000 円

　対　　象　基本給付の①または②に該当

　　　　　　する人で、新型コロナウイル

　　　　　　ス感染症の影響を受けて家計

　　　　　　が急変し収入が減少した人　

　　　　　　（申請必要）

※詳細についてはお問い合わせください

申請期限　令和３年２月 26 日（金）

必要書類　申請書、戸籍謄本、

　　　　　収入等がわかる書類など

　市では、新型コロナウイルス感染症や自然災害の影響等による収入減少を補填する収入保険制度への市内農業

者等の加入促進を目的として、農業経営収入保険の保険料の一部について、今年度に限り補助を行います。この

機会に補助金を活用し、ぜひ収入保険に加入しましょう。（令和２年度限定）

対　　象　令和３年に向けて収入保険に加入し、保険料を

　　　　　納付する人、また、市税を完納している人

給　付　額　保険料の個人負担分の８割以内（上限１０万円）

　　　　　※積立金、付加保険料（事務費）を除く

申請期限　令和３年３月 10 日（水）

必要書類　◇補助金申請に関する書類一式

　　　　　◇滞納のない証明

　　　　　◇収入保険への加入を確認できる書類

　農林水産課農政係　☎０９５４（６３）３４１３詳しくは

農業経営の収入保険に加入しましょう
鹿島市新型コロナ対策セーフティネット加入促進事業補助金（令和２年度限定）

　新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が減少した中小事業者は、固定資産税の課税標準の特例措置を受け

ることができます。期限までに市役所１階税務課へ申請してください。詳しくは市または中小企業庁のホーム

ページをご覧ください。申告書は、市のホームページからダウンロードできます。

対　　象　令和２年２月から１０月の任意の連続した

　　　　　３カ月の売上が、前年同期比で３割以上減

　　　　　少した中小事業者等

対象固定資産税　令和３年度の設備等償却資産および事業用

　　　　　家屋に対する固定資産税

申請期限　令和３年２月１日（月）

必要書類　◇申告書

　　　　　　（認定経営革新等支援機関等の確認を受けたもの）

　　　　　◇収入減を証する書類

　　　　　　（会計帳簿や青色申告決算書の写し等）

　　　　　◇特例対象家屋の事業割合を示す書類

　　　　　　（青色申告決算書の写し等）

　税務課課税係　☎０９５４（６３）２１１８詳しくは

中小事業者向け　固定資産税課税標準の特例措置

《収入保険加入について》　農業共済組合　☎０９５４（６２）２７３９
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動物の遺棄や傷つける行為は法律違反です！
　犬や猫、ウサギ、インコ、爬虫類などのペット（愛護動物）

を迎えるときは『終生飼育の義務』があります。

 飼えなくなったといって遺棄（捨てる）することは〔動物愛

護及び管理に関する法律〕違反となり、最大５００万円以下の

罰金または５年以下の懲役になります。飼えなくなった場合は、

新しい飼い主を探すなど、責任を持って育てましょう。

　ペット以外にも魚類のブルーギルや

植物のオオキンケイギクに代表される

特定外来生物は、生態系に影響を及ぼ

す恐れがあるため、野外に放つことや

栽培することが〔外来生物法〕により

原則禁止されています。

　違反した場合は個人で最大３００万

円以下の罰金または３年以下の懲役と

なる場合があります。

　九州地方環境事務所

　☎０９６（３２２）２４１３

詳しくは

　環境下水道課環境係

　☎０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　新型コロナウィルス感染症の影響で落ち込んだ観光需要を支援するた

め、国が旅行代金の最大３５％を補助する『ＧОＴОトラベルキャン

ペーン』の第２弾として、市内の土産物店、飲食店、観光施設、交通機

関などで幅広く利用できる旅行代金１５％相当の地域共通クーポンの使

用が１０月１日からはじまります。

　取扱店舗になるためには、ネットもしくは郵送による登録申請が必要

です。来年１月末までキャンペーンは続きますので、登録申請がお済で

ない事業者の人はご検討ください。

ネットでの登録申請は

こちらの公式サイトで

お願いします

ネットでの登録申請は

こちらの公式サイトで

お願いします

　同事務局コールセンター

　☎０５７０（０１７）３４５
　（10 時～ 19 時年中無休）

詳しくは

GOTOトラベル『地域共通クーポン』取扱店舗登録申請について

　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、国民健康保険税の減免が受けられます。

対　象　者　◆主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯

　　　　　　※感染症の症状が重く、１カ月以上の治療が必要な場合

　　　　　◆主たる生計維持者の事業収入等（事業収入・不動産収入・山林収入または給与収入）の減少が

　　　　　　見込まれ、次の要件に全て該当する世帯

　　　　　　【要件】◇事業収入等のいずれかの減少額が前年比で３割以上

　　　　　　　　　◇前年の合計所得金額が 1,000 万円以下

　　　　　　　　　◇減少することが見込まれる事業収入等の所得以外の前年の所得合計額が 400 万円以下

減免対象　令和２年２月１日から令和３年３月 31 日までの間に納期限を設定されている国民健康保険税

申請期限　令和３年３月 31 日（水） 　税務課課税係　☎０９５４（６３）２１１８詳しくは

国民健康保険税の減免について

　新型コロナウイルス感染症の影響により観光客や

来店者数が大幅に減少する中、感染症対策を施し、

実施するイベントに対して補助を行います。

給　付　額　上限５０万円（補助率 90 ／ 100）

※希望する場合は、お問合せください。

　商工観光課　☎０９５４（６３）３４１２詳しくは

鹿島市ウィズコロナイベント補助金

新型コロナウイルス感染症対策　補助金、減免等について新型コロナウイルス感染症対策　補助金、減免等について
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　１チーム５人以内で、６０分の制限時間内に定められたエリアで力を合わせてゴミを拾い、その質

と量をポイントで競い合う清掃ボランティア活動のスポーツイベントです。上位入賞者には賞品があ

ります。参加賞もありますので、ぜひご応募ください。

集合場所　ラムサール条約湿地肥前鹿島干潟見晴らし台前

参　加　費　無料

応募方法　１チーム５人以内で申込み　※保険あり

　　　　　市ホームページからダウンロードまたは各地区公

　　　　　民館、エイブル、市役所にある応募用紙に記入し

　　　　　て、ＦＡＸまたはメールで応募してください。

募集期間　10 月１日（木）～ 11 月 13 日（金）

　　　　　　　　鹿島市役所　ラムサール条約推進室

　　　　　　　　☎０９５４（６３）３４１６　℻０９５４（６２）３７１７　ramsar@city.saga-kashima.lg.jp

応募・問合せ先

１１月２９日（日）
10時～ 12 時

（受付９時～）
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ラムサール条約湿地

肥前鹿島干潟
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TopicsTopics まちの話題

佐賀ものづくりびと表彰式

　８月２８日、ものづくりの分野で輝いて

いる人を表彰する『第５回世界に翔びたて

佐賀ものづくりびと表彰式』が佐賀市で行

われました。

　鹿島市からは、宮﨑鉄工株式会社（大字

中村）に勤務する原和幸さんが技術向上に

取り組まれていることを評価され表彰を受

けられました。

写真：原さん（左）、宮﨑鉄工㈱　宮﨑功隆専務（右）

善行紹介

善行紹介　ご寄附をありがとうございました

　９月９日、エスティ工業株式会社様

（代表取締役社長　里民則様）からご寄

附をいただきました。これに対して、

市長から感謝状をお贈りしました。

　エスティ工業株式会社様からは、平

成２５年度の同社創立４５周年記念の

ご寄附以来、今回で７度目となりま

す。今回のご寄附に際し、里様より

「子どもたちが喜ぶことに使ってくだ

さい」とのお言葉があり、そのご意向

に沿って活用させていただきます。

⇧　これまでのご寄附で購入した楽器　⇨

９月９日、杉彫様から市内小学

校７校の３年生の各クラスへ、

はさみ将棋の将棋盤と駒のセッ

トをご寄附いただきました。駒

には、市内や市外の面浮立が行

われている地区名、また、過去

に行われていた地区名が彫られ

ています。

将棋盤と駒は、面浮立に興味、

関心を持ってもらいたい、新型

コロナウイルスの流行や猛暑な

どの影響で大変な思いをしてい

る児童を元気づけたいという思

いで作成されました。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。

コープさが生協様と高齢者等地域見守り協定を締結

　９月４日、『高齢者等地域見守り活動に

関する協定』調印式を行いました。

　調印式では、コープさが生協　桑原廣子

会長と　口市長が協定書を取り交わし、高

齢者の見守りのため、双方が協力していく

ことを確認しました。コープさが生協の市

内の配達利用者は約１,３００人で、この

協定により、市内での配達中に高齢者世帯

で異変に気付いた場合は、市へ連絡や通報

をしていただくことになります。

（古枝小学校で行われた贈呈式の様子）
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家庭の生ゴミをリサイクル！段ボールコンポストを作ろう

　９月４日、古枝小学校で生ゴミを堆肥化する段ボールコンポ

スト作りが行われました。

　市では、『ＧＧＫ（ゴミ減量化in鹿島）運動』を行っています。

その環境教育プログラムの一環として古枝小学校の４年生と段

ボールコンポスト作りに取り組みました。

文化・スポーツの結果文化・スポーツの結果
◇西日本新聞ヤング川柳

　一席（８月）　松浦　歩夢（鹿島小５年）

　[ 月間賞 ] 作品　気の抜けたコーラみたいな無人駅

　※学年の表記は投句時点

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　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）

　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

　市内では、地区によって生ごみの堆肥化を進めている地域

もありますが、推進地区になっていない地域では、焼却施設

で燃やしているのが現状です。水分を含む生ゴミを燃やすに

は、たくさんの燃料が必要になります。生ゴミ堆肥化は二酸

化炭素の排出量削減につながり、温暖化対策にもなります。

　体験を指導した佐賀県環境サポーター下田代満さんは「生ごみ

を堆肥にして花や野菜づくりに利用するといった“小さな循環”

を作ることが大事。一人ひとりが取り組めば大きな力になるので、

ぜひ作ってみてほしい」と話されました。

　体験では、落ち葉や米ぬかを混ぜ、二重にした段ボールに入

れて堆肥の素を作りました。今後は２カ月程度管理しながら生

ゴミを堆肥化して、作った堆肥は学校の畑などで利用されます。

　参加した児童は「段ボール箱を作るのが少しむずかしかったけど楽しかった」と話し、今回の学習を企画した

担任の萩尾かつら教諭は「自分たちが作ったコンポストで、ごみを減らしているという実感を持てるようになっ

てほしい」と話されました。
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発売期間　１０月２０日（火）まで　　抽選日　１０月２７日（火）

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

１等１千万円も同時発売です。この宝くじの収益金は市町村の明るいまちづくりや環境対策、高齢化対策な

ど、地域住民の福祉向上のために使われます。

ハロウィンジャンボ宝くじ１等・前後賞合わせて５億円！

　佐賀県市町村振興協会　☎０９５２（２５）１９１３詳しくは

調査への回答はお済みですか？

　今年の国勢調査は、令和２年１０月１日現在、日本に住んでいるすべての

人と世帯が対象です。国勢調査は、日本の未来を考えるために欠くことので

きない最新の人口・世帯の実態を明らかにする重要な調査です。

　調査結果は、さまざまな法令で使われるほか、社会福祉、雇用対策、生活

環境の整備など、私たちの暮らしのために役立てられます。

　回答は、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。

　また、調査票による回答の場合は、黒の鉛筆またはシャープペンシルで記

入してください。記入した調査票は、できる限り郵送で提出してください。

※万一、調査票が届いていない場合は連絡ください

　鹿島市国勢調査実施本部（鹿島市役所企画財政課内）　☎０９５４（６３）２１１４詳しくは

　インターネットで回答後、１０月１日

（木）までに世帯員の異動などで、回答し

た内容に変更がある場合は、１０月７日

（水）までに再ログインのうえ、修正をお

願いします。

　再ログインには『ロ

グインＩＤ』と設定

し た『パ ス ワ ー ド』

が必要です。

インターネットで回答された人へ

https://www.e-kokusei.go.jp/html/portal/ja/top.html

検索☜☜国勢調査オンライン

インターネット回答インターネット回答

検索☜☜国勢調査２０２０

https://www.kokusei2020.go.jp/

国勢調査２０２０総合サイト国勢調査２０２０総合サイト

提出する前に、調査票の記入に誤り

がないか、確認をお願いします。

１０月７日（水）までに回答をお願いします　※郵送による提出は１０月７日までに投函してください
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　本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍などを、本人の代理人や第三者など本人以外の者に交付したときに、事

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

の制度です。通知を希望する人は、事前に登録申し込みが必要です。

お
知
ら
せ

　市民課市民年金係　☎０９５４（６３）２１１７詳しくは

『本人通知制度』を実施しています

受付場所　市役所１階市民課

通知する内容

　⦿証明書を交付した年月日

　⦿証明書の種別・枚数

　⦿交付請求者（代理人・第三者）の区別

　※ただし、交付請求者の氏名、住所は通知しません

通知の対象となる証明書

　⦿住民票の写し（除票・改製原住民票を含む）

　⦿住民票記載事項証明書

　⦿戸籍（除籍・改製原戸籍を含む）

　⦿戸籍の附票（除附票・改製原附票を含む）

登録できる人　鹿島市に住民票または戸籍がある人

　　　　　　　（除籍された人など、鹿島市の戸籍に記載されている人を含む）

　　　　　　　※同一世帯・戸籍であっても個人単位の申し込み

登録に必要なもの

　⦿事前登録申込書（市民課または市ホームページにあります）

　⦿本人確認書類（運転免許証やパスポート、

　　　　　　　　　　マイナンバーカードなど）

　⦿委任状（代理人の場合のみ）

　⦿戸籍（未成年者の場合のみ）

　※未成年者は、親権者が申し込むことができますが、関係のわか

　　る戸籍が必要です（本籍が鹿島市の場合、省略可）

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

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

内に居住し、就農できる人を対象に募集します。

お
知
ら
せ

みどり地区『とまと』『きゅうり』トレーニングファーム

令和３年度農業研修生募集

研修期間　令和３年５月～令和５年６月（２年間）

『とまと』トレーニングファーム

　研修場所　とまと研修ハウス（鹿島市）

　募集人員　２組　　募集締切：11 月 30 日（月）

『きゅうり』トレーニングファーム

　研修場所　きゅうり研修ハウス（武雄市）

　募集人員　３組　　募集締切：10 月 30 日（金）

　佐賀県農業協同組合みどり園芸指導課

　☎０９５４（６２）２１４５

詳しくは

対　　象　おおむね 50 歳未満

就　農　先　佐賀県農業協同組合みどり地区管内

　　　　　鹿島市、武雄市、嬉野市、

　　　　　大町町、江北町、太良町

　市が行う入札（見積）に参加するためには、入札参加資格者名簿への登録が必要です。

　令和３・４年度の登録を希望する事業者は、受付期間内に申請を行ってください。詳細については、１０月下旬

に市ホームページに掲載予定です。

お
知
ら
せ

『令和３・４年度』鹿島市競争入札（見積）
参加資格審査申請受付を始めます

　企画財政課入札契約係

　☎０９５４（６３）２１０１

詳しくは

有効期限　令和３年４月１日～令和５年３月 31 日

そ　の　他　令和１・２年度登録の有効期限は令和３年３月31日

　　　　　です。また、集中受付期間以降に申請した場合、新

　　　　　年度当初の入札（見積）に参加できない場合がある

　　　　　ため、期間内の申請をお願いします。

集中受付期間
１１月５日（木）～１２月１８日（金）
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　平成２５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

　☎０９５４（６２）３７１８

詳しくは

水道メーターを取り替えます

取替日程　⦿偶数月に水道料請求の人：10 月中

　　　　　⦿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『２５』から始まる人

　　　　　《例》２５－１２３、２５－１２３４など

※水道を中止している人は、平成２５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。

　鹿島市の市有物件（土地）を入札により売り払います。参加希望の人は、申し込みをお願いします。

お
知
ら
せ

市有物件（土地）を売り払います

申込期間　随時受付中　　参加資格　個人または法人

申込方法　市役所（２階）都市建設課住宅係までお

　　　　　越しいただくか、市のホームページから

　　　　　書類をダウンロードして、必要事項を記

　　　　　入のうえ、提出してください。
　都市建設課住宅係　☎０９５４（６３）３４１５詳しくは

売払物件内容

　所　在　地　鹿島市大字高津原

　用途地域　第一種低層住居専用

　地　　目　宅地

　建ぺい率　50％

　容　積　率　80％ 済 済 済 済

済

３０－⑦ ４３１番２０ 194.10 ㎡　（58.9 坪） 5,104,830 円

物　件 地　番 面　積
予定価格

（最低入札価格）

３０－③ ４３１番１６ 185.34 ㎡　（56.2 坪） 5,448,996 円

お
知
ら
せ

遊休農地の利用意向調査にご協力をお願いします

　７月から８月にかけて、農業委員会で農地パトロール（利用状

況調査）を行いました。この調査で新たに遊休農地と判断された

農地の持ち主には調査票を郵送します。

　回答は選択肢から番号を選んで記入していただき返信用封筒で

返送してください。ご協力よろしくお願いします。

遊休農地の利用意向調査とは

　農地法第３２条第１項の規定に基づいて行

う『利用意向調査』で、今後遊休農地から荒

廃農地へ進む前に農地をどのように利用され

るかの意向をお伺いする調査です。

〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３番地１　鹿島市役所２階

　　　　　　　　　　農業委員会事務局　☎０９５４（６３）３４１７

詳しくは

市営旭ヶ岡住宅

跡地
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　右の表のとおり一定面積以上の土地について売買など

の取引をした場合には、国土利用計画法により、契約締

結日を含め２週間以内に、買主が土地の利用目的および

取引価格等を届け出なければなりません。

　県では、その利用目的が公表されている土地利用に関

する計画に適合しているかなどを審査し、場合によって

は利用目的の変更を勧告することがあります。

　届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰則が科せ

られることがあります。

お
知
ら
せ

１０月は『土地月間』です
一定面積以上の土地の売買などには届出が必要です

届出義務者　買主

届出の時期　契約締結日を含め２週間以内

届　出　先　土地の所在する市町村

罰　　　則　６カ月以下の懲役

　　　　　　　または100万円以下の罰金

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

市街化区域　　　　　　　　　　 2,000㎡以上

市街化区域以外の都市計画区域　 5,000㎡以上

都市計画区域以外の区域　　　　10,000㎡以上

　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、令和２年度に龍宿浦区では、

郷土芸能の保存のため、面浮立で使用する

太鼓や笛、衣装を整備しました。

　企画財政課企画係　☎０９５４（６３）２１０１詳しくは

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

て開催される『第４９回鹿島市特産品まつり』でＰＲ・販売するチャレンジブースの出店者を募集します。

お
知
ら
せ
『鹿島市特産品まつり』チャレンジブース出店者募集！

対　　象　市内で製造、生産される商品を扱う法人

　　　　　および個人事業主

定　　員　10 事業者程度（事前審査あり）

　　　　　※小間（180 ㎝×90 ㎝）

出　展　料　売上（税込）の５％

　　　　　※電気使用の場合、別途 1,500 円

募集締切　10 月 15 日（木）

『鹿島市特産品まつり』開催日程

と　き　12 月８日（火）～９日（水）９時～ 16時

　　　　※８日（火）のみ 22 時まで

ところ　祐徳稲荷神社参集殿

　協議会事務局（中村蒲鉾店内）

　☎０９５４（６２）１１６１

詳しくは
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✿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）

☎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6月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成31年2月24日～3月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成29年3月生まれ）

28 日（水）

29 日（木）

8 日（木）

13時10分～13時30分

持参品　母子健康手帳、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 7・14・28 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 15 日（木） 13時30分～13時50分
内　容　体重測定、個別相談　※持参品：バスタオル等
対　象　令和 2 年 8 月生まれ　　　　　　（通知に記載）

赤ちゃん相談 14 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　※持参品：バスタオル

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

幼児食教室 13 日（火） 10時～10時30分
内　容　調理実習・試食等
対　象　1 歳 6 か月～就学前の児と保護者　※要予約

成人健康相談 7 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 29 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 30 年 9 月 15 日～ 10 月生まれ（希望者のみ）

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

く ら し
の カレンダーカレンダー10月

October

小児時間外診療・在宅当番医小児時間外診療・在宅当番医

日 在宅当番医 所在地
中村医院　　　　　☎０９５４（６３）９２３４
森医院　　　　　　☎０９５４（４３）０７２５
田代医院　　　　　☎０９５４（６７）２１２０
町立太良病院　　　☎０９５４（６７）００１６

13日
6日

20日
27日

鹿島市
嬉野市
太良町
太良町

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

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
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※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

3 日（土）
4 日（日）

10 日（土）
11 日（日）
17 日（土）
18 日（日）
24 日（土）
25 日（日）
31 日（土）

家永設備　　　　　　☎（６２）７１２９
山中鉄工　　　　　　☎（６３）３３４１
鹿島設備工業所　　　☎（６３）３２２８
大隈設備工業　　　　☎（６２）１３０２
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

✿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12ページをご覧ください

日 在宅当番医 当番薬局
犬塚病院　☎（６３）２５３８4 日（日） アルバ薬局
納富病院　☎（６３）１１１７11 日（日） アルナ薬局鹿島店
西岡内科クリニック　☎（６３）４０９０18 日（日） 前山薬局
森田医院　☎（６３）３９５６25 日（日） オダ薬局

令和２年８月３１日現在

鹿島市
－

－ 3 人能古見

－浜

－北鹿島

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

28,690

13,656

3,326

2,909

2,688

3,405

2,706

13,579

15,111

10,820

5,464

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

29 人 1 世帯

－ 28 人 1 世帯

1,138 世帯 1 世帯

1,007 世帯

1,243 世帯

1,017 世帯

951 世帯

1 人

1 人

1 人

5 人

14 人

15 人

1 世帯

2 世帯

－ 1 世帯

1 世帯

－ －

市役所
保健センター

休館日はありません
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）

5 日（月）～ 9 日（金）、
12・19・26 日（月）、29 日（木）

6・13・20・27 日（火）

5・12・19・26 日（月）

3・10・17・24・31 日（土）、
4・11・18・25 日（日）

5・12・19・26 日（月）

広報かしまはパソコン、スマホからも
見ることができます
URL　http://www.city.saga-kashima.lg.jp

6・13・20・27 日（火）

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
https://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。

『わ ・ わ ・ わぽっと運動会☆ちかっと』

10 月５日（月）・19 日（月）

※どちらか１日のみの参加となります。

　また、10 月の誕生会は 19 日（月）に行います。

時　間　11 時～ 11 時 35 分

場　所　かたらい４階多目的室

定　員　各 10 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
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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

“better safe than sorry”
この表現は、「転ばぬ先の杖」

　（失敗しないように万が一に備える）という意味で使われます。

No.178

スティーブン先生

☆Filipino Words☆
（フィリピンの言葉）

　　　パヨン　　　　　　　　　　　　　ウラン　　　　　　　　　　　　　　バハイ

Payong：傘　　　Ulan：雨　　　Bahay：家

Fhillip:

Carl:

Hey Carl! You should bring an umbrella 
today! The forecast says it’s going to rain 
later today!
Thanks for letting me know! It’s definitely 
better safe than sorry.

（フィリップ）

（カール）

やぁカール！今日傘を持って行った

方がいいよ。予報では後で雨が降

るって言ってたよ。

教えてくれてありがとう。本当に備

えあれば憂いなしだね。

Felicia:

Karen:

Karen! Did you forget your mask today? 
You should wear it. It’s better safe than 
sorry.
Yes, you’re right! I’ll go home right now 
to get my mask. Bye Felicia!

（フェリシア）

（カレン）

カレン！今日マスク忘れたの？した方

がいいわよ。用心に越したことはない

わよ。

あなたの言う通りよね！すぐマスクを

取りに帰るわね。またねフェリシア！

学 校 だ よ り

七浦小学校音成分校

No.281

分校キャンプ

　７月２４日のスポーツの日、分校

キャンプを行いました。前日からの

雨が上がり、集合時刻にはすっかり

晴れました。

　まず、キャンプはじめの式をした

後、晩ご飯のカレーに入れる野菜の

皮むきをしました。包丁の扱いに慣

れている子もいてびっくりしました。

前日までの雨で川遊びはできません

でしたが、かわりにＢ＆Ｇプールで

泳ぐことができて大喜びでした。

　分校に戻ってからは、スイカ割り

をして食事をし、キャンプファイ

ヤーでは歌を歌ったり、出し物、花

火をしたりして楽しみました。子ど

もたちは司会進行・火の守など、そ

れぞれの役割を頑張りました。

　この日のために、グループで練習

した出し物も、保護者の皆さんの前

で披露し、楽しく盛り上げることが

できました。

　分校役員さんはじめ保護者の皆さ

んには、新型コロナ感染防止のため

「小さなキャンプ」を合言葉に、で

きるだけ簡略し、マスク着用や手指

の消毒を徹底させるなど、万全の態

勢でご協力いただいたことに感謝で

す。

　実施が危ぶまれたキャンプでした

が、天候に恵まれ、子どもたちに

とっては、思い出に残る楽しいキャ

ンプになりました。
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このごみどの袋・人権の輪

No.157

　環境下水道課環境係

　☎０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　昨年１０月に施行された食品ロス削減推進法に基づき、１０月は『食品ロス削減月間』、１０月３０日は

『食品ロス削減の日』と定められました。

　本来、食べられるのに捨てられる食品が国内で年間６４３万トンで、約半分は家庭から排出されています。

国民１人当たりでは、年間５１㎏（１日当たり約茶碗１杯）に換算されます。

役に立つ、ありがたいものに
～インターネットと人権～
◆ご意見などをお寄せください

　人権・同和対策課　☎０９５４（６３）２１２６

　「お荷物お届けに上がりました
が不在のため持ち帰りました。ご
確認ください。」ある日、私の携
帯電話にこのようなショートメッ
セージサービス（ＳＭＳ）が送ら
れてきました。私には心当たりが
なかったので表示されていたＵＲ
Ｌには接続せず、そのままＳＭＳ
を消去しました。後に分かったこ
とですがそのＳＭＳやサイトは偽
物でＩＤやパスワードを入力する
と、現金をだまし取られる詐欺
だったそうです。
　記録的な豪雨で被災した熊本県
内で7月、郵便や宅配便を装った
偽のＳＭＳに関する相談が増えま
した。熊本県警によると７月２１

日までに４６件で、昨年１年間の
相談件数の半分に上りました。７
月１７日、避難生活を送る八代市
の６０代の男性は、避難所あてに
届く知人からの郵便物を待ってい
ました。携帯電話に不在通知のＳ
ＭＳが届いたのでＵＲＬに接続す
ると、ある都市銀行のログイン画
面につながりました。不審に思っ
た男性は、知人に相談し、詐欺に
あわずに済みました。
（７月３０日西日本新聞記事より）
　私がもしこの男性と同じ立場
だったら、この通知を知人からだ
と信じ込んだかも知れません。警
察では、知らない番号からのＳＭ
Ｓは開かずにＵＲＬに絶対接続し

ないでと強調しています。
　災害時には救助を求めている人
や支援物資を待っている人がたく
さんいます。また家族や友人の安
否を気遣って連絡を取ろうとする
人もたくさんいるでしょう。その
一方でそれを利用してお金をだま
し取ろうとしている人がいるとい
うことは残念なことです。
　私には市外に、同じ職場で働い
て以来長年の親友がいます。これ
まで年に１、２回は会って食事を
しながら近況を伝え合ってきまし
た。今年は新型コロナウイルス感
染予防のために会うことは控えよ
うと決めました。お互いにイン
ターネットの会員制交流サイトに
より連絡を取り合っています。会
えない中、友人の言葉に励まされ
ています。情報は、役に立つあり
がたいものであって欲しいですね。
けして人をだましたり、傷つけた
りするものであってはならないと
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

守ろうよ　自分とみんなの　じんけんを　　　鳥里　一浩（北鹿島小３年）
築こうよ　明るい未来　差別なし　　　　　　小野原　未来（明倫小５年）

※学年は令和元年度人権標語
紹　介
人権標語
紹　介

１０月３０日は“食品ロス削減の日”です１０月３０日は“食品ロス削減の日”です

出典：環境省

□毎月１０日はエコクッキングデー
　料理に野菜の皮などを使ってみましょう

□毎月３０日は冷蔵庫クリーンアップデー
　賞味期限、消費期限の近いものや肉など傷みや

　すいものを積極的に使いましょう

家庭でできることからはじめよう！家庭でできることからはじめよう！
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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

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

ところ 受講料定員 開講期間講　座　名 講　師

かしまぐるっとミュージアム見学
～岩永京吉美術館＆床の間コーナー編～
※詳しくは『エイブルの木』10 月号をご覧ください

16 人

無　料

親子でチャレンジ！《小学生対象》
エコな工作＆簡単おやつ作り

九州電力㈱武雄営業所
ホームアドバイザー

10 月 24 日（土）
10 時 30 分～ 12 時 30 分

エイブル２階
調理実習室

❖講座はすべて事前申込制です。新型コロナウイルス感染拡大の状況により、延期または中止とする場合があります。

光武　洋展
～海の哀歌～

床の間
コーナー

　独立美術協会会友で、鹿島美術人協会

にも所属する画家 光武洋さんの作品を紹

介します。今回は『海の哀歌』シリーズ

を展示します。

　光武さんが幼いころから慣れ親しんだ

有明海は、今では生き物が少なくなって

います。作品には人間が壊してしまった

海への憂いが表現されています。

　展示期間
　10 月６日（火）～ 12 月 27 日（日）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
光武洋さんギャラリートーク

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
　今回のギャラリートークは、上記のえ

いぶる講座とのコラボ企画『かしまぐ

るっとミュージアム見学』で行います。

　と　　き　10 月 29 日（木）

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

□特別整理期間のため休館します
　本の返却　本のポストをご利用ください。（エイブル正面玄関右側）
　※CD・DVD・ビデオ・雑誌・紙芝居・大型絵本は、破損の恐れがありますので、

　　本のポストへ入れず、10月 10 日（土）以降に直接カウンターへお返しください。

　蔵書検索・ウェブ予約　利用可能
　※予約本の受け取りは、10 月 10 日（土）以降

□雑誌と本の無料配布を行います
　平成３０年度に購入した雑誌と図書館で読まれなくなった本を無

料配布します。詳しくは図書館ホームページをご覧ください。

　日時・場所　◆11 月 7 日（土）・8 日（日）

　　　　　　　エイブルホール　９時 30 分～ 16 時 30 分

　　　　　　◆11 月 10 日（火）～ 13 日（金）

　　　　　　　図書館内　９時 30 分～ 19 時

　配布冊数　雑誌 10 冊・本 20 冊／１人　※８日（日）から無制限

　❖７日（土）のみ、入場には事前配布の整理券が必要です。

　　また、15 人ずつ（30 分間）区切って行います。

　整理券配布開始　と　き：11 月１日（日）９時 30 分～

　（なくなり次第終了）　ところ：エイブル１階ロビー

　誰もが親しんできた昔話『浦島太郎』をモチーフに、新たな現代版として

大胆にアレンジした感動の友情物語。

　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］販売中

　入　場　料　大人：2,000 円（会員 1,500 円）　高校生以下：500 円（会員無料）

　※当日各 500 円増し　※３歳以上から入場可能

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

❖新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急時に備え、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。

　山田 華、山田 麗の双子のデュオ・山田姉妹によるコンサート。童謡や歌

謡曲からオペラまで。双子ならではの息の合ったハーモニーをお届けします。

　と　　き　11 月 15 日（日）14 時 30 分開演（14 時開場）

　と　こ　ろ　エイブルホール［全席指定］会員先行販売中

　入　場　料　大人：2,000 円　高校生以下：1,000 円

　※当日各 500 円増し　※会員各 500 円引き　※未就学児入場不可（託児あり：要申込 11 月１日（日）締切）

山田姉妹ソプラノデュオコンサート第３回
えいぶる事業

一般発売
10月４日（日）

一般発売
10月４日（日）

無　料

石川宗睛さん（岩永京吉美術館館長）

金子剛さん（佐賀美術協会顧問）

光武洋さん（独立美術協会会友）

公
開
講
座 24 人

10 月 29 日（木）
９時 30 分～ 12 時

各現地
（徒歩移動）
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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

　毎月１９日は『食育の日』です。

　市食生活改善推進協議会では、料理教室を

開催しています。

　どなたでも参加できますので、希望する人

は保健センターまでお申し込みください。

と　　き　10 月 16 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　10 月９日（金）

食改さんの料理教室食改さんの料理教室

　65歳以上の人を対象に９月から地区の公民館

や保健センターで結核健康診断を行っています。

　対象地区の日程で健診を受けていない人は、ぜ

ひ受診してください。対象の人には、受診票（ハ

ガキ）を送付しています。

と　　き　10 月 12 日（月）９時 30 分～ 11 時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

そ　の　他　◆料金は無料です。

　　　　　◆受診票をお持ちでない人は、当日受

　　　　　　付で申し出ください。

　　　　　◆撮影のときは、薄手のシャツや肌着

　　　　　　を着用できますが、ボタンや刺繍、

　　　　　　金具の入ったものは着用できません。

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

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 13 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

　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。

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☜☜

　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。

　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
ＣОＣОＡ COVID-19　ContactConf i rmingApp l icat ion

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
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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

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。

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　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

※９月７日（月）に受診を予定していた人は、他の地区で受けることができますので、都合の良い日に受診してください。
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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

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

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。

　薬局では、どこの医療機関からの処方せんでも受け付けています。病院近くの薬局でお薬を受け取っても構いま

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

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

　薬局では、どこの医療機関からの処方せんでも受け付けています。病院近くの薬局でお薬を受け取っても構いま

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

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

　佐賀県薬剤師会

　☎０９５２（２３）８９３１

　後期高齢者医療広域連合

　☎０９５２（６４）８４７６

　佐賀県薬剤師会

　☎０９５２（２３）８９３１

　後期高齢者医療広域連合

　☎０９５２（６４）８４７６

詳しくは

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

とで、複数の医療機関から同じお薬が出されることを

防ぐことができたり、注意を要する飲み合わせの

チェックができます。

“かかりつけ薬剤師・薬局”で健康相談も
　「サプリや市販のお薬を飲もうと思うが、今飲んで

いるお薬や治療中の病気と問題がないか心配」、「健康

診断の結果の見方がわからない」など、ぜひ“かかり

つけ薬剤師・薬局”に相談してください。

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

何でも気軽に相談できるお気に入りの薬剤師を探して

みましょう。

『かかりつけ薬剤師・薬局』と健康相談



２０ Ｒ2（2020）.10.1　広報かしま

お知らせ

　来年の鹿島市成人式は、下記の日

程で開催を予定しています。詳細に

ついては後日、市報・ホームページ

に掲載します。

と　　き　令和３年１月 10 日（日）

と　こ　ろ　エイブル

※状況により変更となる場合があります

詳しくは　生涯学習課

　　　　　☎０９５４（６３）２１２５

　１２月に予定していた『令和２年

度６５歳盛年の集い』は、延期とな

りました。今年度対象となられた

方々については、来年４月以降に改

めてお知らせします。

詳しくは　生涯学習課

　　　　　☎０９５４（６３）２１２５

　ふるさとの多様な自然・歴史・文

化・産業等を活かした観光振興に関

する事業を支援するため、奨励金制

度を創設しました。希望する場合は、

お問い合わせください。

支　給　額　上限 100 万円

　　　　　（補助率 90 ／ 100）

申請期限　12 月 28 日（月）

詳しくは　商工観光課観光振興係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１２

　農地を取得するには、農地法第３

条の規定により、取得後に５０アー

ル（5,000平方メートル）以上を耕

作することが要件となっています。

　市農業委員会では、遊休農地解消

と市外からの移住定住者増加を目的

に、空き家バンクに登録された空き

家を取得し、市内に住民登録・居住

した人が、空き家に付随した農地を

取得する場合に限り、農地法第３条

に規定する下限面積を０.０１アー

ル（１平方メートル）に緩和します。

　詳しくはお問合せください。

詳しくは　農業委員会事務局

　　　　　☎０９５４（６３）３４１７

■各種作業の注文をお受けします

　『農作業』『庭木剪定』『家事』など

■刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソーなど

と　　き　10 月 15 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　10 月 15 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

令和２年８月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

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

□10月から12月までの３カ月間『早めのライト点灯運動』を行います

　これから年末にかけて日暮れが早くなります。明るくても午後５時からライトを

点灯し、歩行者の早期発見等に努めましょう。また、自転車や歩行者は、なるべく

明るい服装で反射材を身につけ、車から早く気付いてもらうよう心がけましょう。

鹿島警察署管内
佐 賀 県 内

鹿 島 市 内

2,393 件（－926）
132 件（－040）
66 件（－028）

3,102 人（－1,344）
171 人（－049）
89 人（－035）

26 人（＋10）
1人（ 00）
1人（ 00）

11,519 件（－1,755）
672 件（－087）
362 件（－020）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

お気軽にご相談、注文ください！
シルバー人材センター

空き家バンクに登録された
農地の取得要件を緩和しました

来年度小学校に入学する新入学児童の
健康診断を行います

鹿 島 小 学 校 10 月 19 日（月）
期　日 受　付 開　始

13時 30 分～ 13 時 55 分 14 時～
学　校　名

能古見小学校 10 月 22 日（木）13時 30 分～ 13 時 55 分 14 時～
古 枝 小 学 校 10 月 14 日（水）13時 30 分～ 13 時 55 分 14 時～
浜 小 学 校 10 月 19 日（月）13時 30 分～ 13 時 55 分 14 時～
北鹿島小学校 10 月 12 日（月）13時 30 分～ 13 時 55 分 14 時～
七 浦 小 学 校 10 月 15 日（木）13時 30 分～ 13 時 55 分 14 時～
明 倫 小 学 校 10 月 8日（木）13時 30 分～ 13 時 55 分 14 時～

対　　象　平成26年４月２日～平成27年４月１日生まれ

と　こ　ろ　各小学校

詳しくは　教育総務課学校教育係　☎０９５４（６３）２１０３

令和２年８月分の市長交際費を公表します

詳しくは　企画財政課秘書広報係　☎０９５４（６３）２１１４

弔　慰 ８月14日 5,000円 供物料
5,000円 令和２年度累計　64,500 円合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

鹿島市観光振興事業
奨励金のお知らせ

令和３年鹿島市成人式

情報掲示板　◇　お知らせ

令和２年度盛年の集い
延期のお知らせ
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　『第５２回鹿島市文化祭』は、新

型コロナウイルス感染拡大防止のた

め、中止とさせていただきます。

詳しくは　鹿島市文化連盟

　　　☎・℻０９５４（６９）１１０１

　　　　　同文化連盟担当　松尾英樹

　　　　　☎０９５４（６３）２７３６

　『中木庭ダムフェスタ』および『中

木庭ダム駅伝』は、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため、中止とさ

せていただきます。

詳しくは　のごみふれあい楽習館

　　　　　☎０９５４（６２）３３７３

　毎年１１月に開催していた年末調

整説明会は、新型コロナウイルス感

染拡大防止のため、今年度の開催は

中止させていただきます。年末調整

に関する各種情報については、国税

庁ホームページをご覧ください。

詳しくは　武雄税務署法人課税部門

　　　　　☎０９５４（２３）５２９７

　里親とは、実親のさまざまな事情

により、家族と一緒に生活すること

が難しい子どもを自らの家庭に迎え

入れて養育することです。たくさん

のご家庭が里親家庭として登録して

いただくことで、子どもたちの生活

の場所の選択肢が広がります。

◇養育里親

　家庭に戻れるまで、または自立す

　るまでの期間養育する家庭です。

　経済的負担はありません。

◇養子縁組里親

　養子縁組を望まれる子どもを自分

　の養子として養育する家庭です。

詳しくは　児童養護施設済昭園

　　　　　☎０９５４（６６）２１３８

　　　　　佐賀県里親支援こねくと

　　　　　☎０９５２（６５）１１６５

❖ライト点灯運動実施期間❖
１０月１日～１２月３１日

　秋から年末にかけての夕暮れ時は、

児童・生徒の下校、会社帰り、買い

物等で人と車の動きが活発になる時

間と、日没でドライバーから歩行者

が見えにくくなる時間が重なること

から、交通事故が増加する傾向にあ

ります。車が早めにライト（前照

灯）を点灯すれば、お互いを早く発

見しやすくなり、交通事故防止につ

ながります。

◇早めにライト（前照灯）を点灯する

　※17 時点灯を推奨

◇歩行者、自転車利用者は反射材用

　品を身に付ける

◇前照灯は原則上向き（ハイビーム）

　で、上向き下向きをこまめに切り

　替える

詳しくは　総務課防災係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１２

　稲わらの焼却は、交通障害や地域

住民の煙害に対する苦情の要因にも

なります。稲わらは燃やさず、地力

維持のため“すき込み”などを行い

有機物として水田に還元しましょう。

稲わらすき込みのメリット

◆有効な微生物が多くなるなど、地

　力が高まり生産が安定する

◆土壌が軟らかくなり、耕うん作業

　が容易になる

◆土壌の養分が高まり、肥料の削減

　が期待できる

稲わらを上手にすき込むポイント

◆カッターを『長』に切り替え、　

　15センチ以上にカットする

◆すき込みが浅いとわらの密度が高

　くなるため、通常より深く耕して

　多量の土と混ぜる　

詳しくは　農林水産課農政係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１３

　　　　　環境下水道課環境係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１６

　解雇やパワハラなど、年間を通じ

て無料で相談をお受けします。

受付時間　８時 30分～ 17時 15 分

　　　　　※土・日・祝日を除く

■重点受付週間の開催　

と　き　10月26日（月）～11月１日（日）

月～金　８時30分～20時（来所は19時まで）

土・日　９時～ 17 時（来所は 16 時まで）

詳しくは　佐賀県労働委員会事務局

　　　　　（佐賀県庁南館３階）

　　　　　☎０９５２（２５）７２４２

　令和２年１０月２日から、佐賀県

の最低賃金は、時間額『792円』と

なります。

詳しくは　佐賀労働局賃金室

　　　　　☎０９５２（３２）７１７９

講習会・教室

　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　10 月 14 日（水）

　　　　　16 時～ 17 時

と　こ　ろ　エイブルホール

テ　ー　マ　社会の中で楽しく生きる私たち

講　　師　大宅幸子さん

　　　　　（にじいろラボ施設長）

◇◇◇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

労使間のトラブル　お気軽にご相談を
～労働委員会～

稲わらは焼却せず
有効活用を！

鹿島市文化祭
中止のお知らせ

中木庭ダムフェスタ ・ 駅伝
中止のお知らせ

～１０月は里親月間～
里親さんを募集しています

年末調整説明会
中止のお知らせ

人権学習会を開催します

佐賀県（地域別）最低賃金
７９２円／時間

情報掲示板　◇　お知らせ・講習会・教室

夕暮れどきの早めの
ライト点灯運動実施中！
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　鹿島史談会では、郷土の歴史など、

毎月、会員や外部講師による講座や

年２回の見学会を行っています。

　どなたでも参加できます。一緒に

歴史を楽しみましょう。

時　　間　13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　田澤記念館（城内）

資　料　代　200 円

◇10 月１日（木）

演　題　龍造寺主膳（天龍道人）と山県大弐

講　師　松尾　和義さん

　　　　（元祐徳博物館）

◇11 月５日（木）

現地研修　佐賀城本丸歴史館（佐賀市）

内　容　企画、常設展（幕末維新期の佐賀）

出　発　13 時　鹿島市役所前

参加費　500 円

◇12 月３日（木）

演　題　藤津郡役所会議録で見る近代鹿島

講　師　高橋　研一さん

　　　　（鹿島市民図書館学芸員）

詳しくは　鹿島史談会事務局　杉谷

　　　　　☎０９５４（６３）２４８７

　破れたり、ページが外れた本を修

理してみませんか。希望する人は、

図書館カウンターまたは電話でお申

し込みください。

と　　き　10 月 25 日（日）

　　　　　11 月 15 日（日）

　　　　　14 時～ 16 時

と　こ　ろ　エイブル３階研修室Ｂ

定　　員　各４人

詳しくは　市民図書館

　　　　　☎０９５４（６３）４３４３

　認知症の人もそうでない人も、介

護をしている人もしていない人も気

軽に立ち寄って、ほっとひといき楽

しくお茶でもしませんか。

　おしゃれな小物の

創作や専門職による

ミニ講座を用意して

います。

　希望する人はお申

込みください。

ミニ講座『運動の効果』

創作活動『エコクラフトコースターづくり』

と　　き　10 月 21 日（水）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　エイブル２階和室　　　

定　　員　16 人

参　加　費　無料

申込期限　10 月 19 日（月）

※状況により中止となる場合があります

詳しくは　地域包括支援センター

　　　　　☎０９５４（６３）２１６０

■60歳からの活躍応援セミナー

と　　き　11 月１日（日）10 時～ 14 時

と　こ　ろ　佐賀市文化会館

内　　容　よしのがり牟田＆ヒーマ

　　　　　ンによるトークショー、

　　　　　合同企業説明会など

※内容は変更になる場合があります

■福祉車両送迎運転者講習

と　　き　11 月 17 日（火）・18 日（水）

と　こ　ろ　武雄市シルバー人材センター

内　　容　外出支援としての運転技術の習得

対　　象　県在住原則 60 歳以上で、

　　　　　受講後シルバー人材センタ

　　　　　ーに入会を希望する人

申込期限　11 月９日（月）

詳しくは　県シルバー人材センター連合会

　　　　　☎０９５２（２０）２０１１

　

募　集

　申込期限までに参加費を添えて申

し込みをお願いします。

こども体操体験教室

と　　き　10 月７・14・21・28 日、

[ 全６回］　11 月４・11 日（水）

　　　　　17 時 30 分～ 18 時 30 分

と　こ　ろ　鹿島小学校体育館

内　　容　柔軟体操、マット運動、跳び箱

対　　象　小学１年生～一般

定　　員　20 人

参　加　費　2,000 円／１人

申込期限　10 月５日（月）

ミニバレーボール大会

と　　き　11 月１日（日）

　　　　　開　会　式　８時 30 分

　　　　　競技開始　９時

と　こ　ろ　市民体育館・鹿島小学校体育館

内　　容　９人制

参　加　費　2,000 円／１チーム

そ　の　他　地区、職場、仲間同士で

　　　　　参加自由。年齢制限なし。

　　　　　※ただし、小中高生は不可

申込期限　10 月 25 日（日）

アーチェリー体験教室

と　　き　11 月３日（祝）、

[ 全５回］　８・15・22・29 日（日）

　　　　　９時 30 分～ 11 時 30 分

と　こ　ろ　古枝林業体育館

対　　象　小学１年生～一般

定　　員　10 人

参　加　費　2,000 円／１人

申込期限　10 月 31 日（土）

申込・問合せ先

　スポーツライフ・鹿島事務局

　（鹿島市体育協会内）

　☎０９５４（６２）３３７９

～県シルバー人材センター連合会～

セミナー・無料講習会のお知らせ

かしまオレンジカフェ
認知症カフェ・介護者のつどい

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

鹿島史談会　歴史講座

本の修理ボランティア講座

スポーツライフ・鹿島
大会・体験教室のお知らせ

情報掲示板　◇　講習会・教室・募集

◉市税集合徴収分
◉介護保険料
◉後期高齢者医療保険料の
第５期の口座振替日は

１０月３０日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）
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　日ごろの運動不足を解消し、一緒

に健康づくりしませんか。老若男女

問わず大歓迎です！

と　　き　毎週月・木曜日 10 時～ 12 時

と　こ　ろ　市民体育館

会　　費　500円／月（入会金500円）

詳しくは　コスモスクラブ　秋月

　　　　　☎０９５４（６３）１８６７

対　象　者　求職者

訓練期間　12 月１日（火）～６カ月

受　講　料　無料（別途テキスト代等を要す）

申　込　先　ハローワーク鹿島

申込期限　10 月 28 日（水）

※施設見学や模擬体験もできます

詳しくは　ポリテクセンター佐賀

　　　　　☎０９５２（２６）９５１６

採用・試験

　詳細は下記に連絡し、願書をお取

り寄せください。

□陸上自衛隊高等工科学校生徒

　受験資格　男子で中卒（見込含む）

17 歳未満

　受　　付　

　◇推　薦　11 月１日（日）～ 30 日（月）

　◇一　般　11 月１日（日）

　　　　　　　～令和３年１月６日（水）

□自衛官候補生

　受験資格　18 歳以上 33 歳未満

　受　　付　年間通じて募集

詳しくは　自衛隊武雄地域事務所

　　　　　☎０９５４（２３）８３０４

相　談

　事前に申し込みが必要です。

と　　き　10 月 18 日（日）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀県労働会館３階（佐賀市）

相談内容　労働、借金、相続など

申込・問合せ先（電話での相談可）

　佐賀県労働者福祉協議会

　ライフサポートセンターさが

　☎０１２０（９３１）５３６

と　　き　10 月 18 日（日）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　ふれあい交流センターネイブル

　　　　　２階学習室［小］（江北町）

相談内容　遺言作成、相続、農地転用、

　　　　　外国人在留資格手続　など

※予約制（相談時間 30 分）当日予約可

詳しくは　佐賀県行政書士会杵藤支部

　　　　　☎０９５２（８２）３６００

◆無料法律相談（市民優先）　市役所５階

　15 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

　22 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

　15 日（木）受付 13 時～ 14 時 30 分　13 時開始

　総務課 ☎（６３）２１１１

◆厚生年金・国民年金相談（要予約）

　６・20 日（火）10 時～ 12 時、13 時～ 15 時

　新世紀センター２階会議室１

　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

　１日（木）10 時～ 15 時

◆消費生活相談　商工観光課　

　毎週月・金曜日９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

新世紀センター２階会議室

◆住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　10 日（土）10 時～ 12 時

◆土地・建物に関する無料相談所（売買・賃貸など）

　27 日（火）13 時 30 分～ 16 時 30 分

新世紀センター２階会議室１

　都市建設課 ☎（６３）３４１５

◆鍼灸マッサージ無料健康相談

　11 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）

　21 日（水）９時 30 分～ 12 時

新世紀センター２階会議室２

　（要予約）福祉課 ☎（６３）２１１９

◆発達障害児（者）専門相談

　27 日（火）10 時～ 16 時　要予約

市役所５階第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）

　16 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

イベント

 市役所で毎週開催されている高齢

者の陶芸教室で作成した花瓶や湯の

み、皿などの作品展示を開催します。

ぜひお越しください。

と　　き　10月21日（水）～23日（金）

　　　　　９時 30 分～ 16 時 30 分

と　こ　ろ　市役所１階ホール

詳しくは　保険健康課長寿社会係

　　　　　☎０９５４（６３）２１２０

　飛び入り参加大歓迎！みんなで楽

しく汗を流しましょう。

と　　き　10 月４日（日）９時～ 15 時

と　こ　ろ　北公園テニスコート

参　加　費　一　　般　1,000円

　　　　　クラブ会員　 500円

　　　　　（弁当代込、事前申込不要）

　主催　鹿島ローンテニスクラブ

詳しくは　生涯学習課スポーツ係

　　　　　☎０９５４（６３）２１２５

令和2年12月期
職業訓練受講生募集

定員募集訓練科

ＣＡＤ/ＮＣオペレーション科 １５

溶 接 技 術 科 １２

住 環 境 Ｃ Ａ Ｄ 科 １５

バドミントン
コスモスクラブ会員募集

令和3年度
自衛官採用試験

暮らしの手続き
無料相談会

弁護士による
無料法律相談会

その他の相談

陶芸教室作品の
展示のお知らせ

体育の日大会　開催

情報掲示板　◇　採用・試験・相談・イベント
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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）

すべての人に健康と福祉を
『目標３』

すべての人に健康と福祉を
『目標３』

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

　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

クロちゃんクロちゃん

もりも少し考えてみて。ラムサール条約登録地周辺には何があるかな。

あっ肥前鹿島干潟のそばにウォーキング・ジョギングコースが

あるのだ。距離表示もあって運動するには最適なのだ。

もりも正解！だんだん察しが良くなってきたね。登録地周辺には、

ジョギングなどがしやすいようにコースが整備されていて、有明海の

素敵な景色を見ながら運動できるよ。運動は健康にいいからね♪

健康と福祉がラムサールとどう関係があるのだ。

健康？福祉？全然わからないのだ。

肥前鹿島干潟海岸道路（ラムサール条約湿地）

　まさに走る九州といえる列車、その名も

“３６ぷらす３”がこの秋から運行されます。

　この列車で、驚き、感動、幸せをお届け

し「お客さま、地域の皆さま、私たち」で

ひとつになって、３９（サンキュー！）＝「感

謝」の輪を広げていきます。初運行を記念

して、みんなでお出迎えしませんか。

　列車を見かけたら、ぜひ列車に向かって

手を振ってみましょう！

　鹿島市観光協会・水とまちなみの会

　☎０９５４（６９）８００４

　ＪＲ九州佐賀鉄道部

　☎０９５２（２３）２９３９

　鹿島市観光協会・水とまちなみの会

　☎０９５４（６９）８００４

　ＪＲ九州佐賀鉄道部

　☎０９５２（２３）２９３９

詳しくは

博多～佐賀～長崎コースの初運行　10 月 19 日（月）
（下り）肥前浜駅 13 ： 04 着／ 13 ： 58 発　（上り）肥前浜駅 19 ： 48 着／ 20 ： 05 発

令和３年３月末まで毎週月曜日の往復運行（12 月 21 日・28 日、１月４日を除く）

下りは肥前浜駅に約 50 分停車します。

博多～佐賀～長崎コースの初運行　10 月 19 日（月）
（下り）肥前浜駅 13 ： 04 着／ 13 ： 58 発　（上り）肥前浜駅 19 ： 48 着／ 20 ： 05 発

令和３年３月末まで毎週月曜日の往復運行（12 月 21 日・28 日、１月４日を除く）

下りは肥前浜駅に約 50 分停車します。

肥前浜駅に停車中、鹿島市観光協会・
　水とまちなみの会によるおもてなしもあります！
肥前浜駅に停車中、鹿島市観光協会・
　水とまちなみの会によるおもてなしもあります！

九州のすべてがぎゅーっと詰まった列車　“３６ぷらす３”　初運行！

肥前浜駅でお出迎えしませんか


