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　この季節になると道端などに咲くコスモスを

楽しむことができます。

　中木庭ダムやすらぎ広場では、

ピンクや白など色鮮やかな花を咲

かせています。
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～幼稚園・認定こども園・保育所～
令和３年度入所申込みのご案内

入所申込みのご案内

標準時間認定区分 短時間認定 支給認定期間

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

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

120 時間以上／月の就学就学 120 時間未満／月の就学 就学期間

医療機関の証明による疾病 医療機関の証明による 治療期間

障がいの内容による障がい 障がいの内容による 必要と認められる期間

○妊娠・出産 － 出産月と前後２カ月（最大5カ月間）

○災害復旧 － 復旧期間

○虐待またはＤＶ － 必要と認められる期間

－求職活動 ○ 最大３カ月間

－育児休業取得時（※） ○ 育児休業が終了する月まで

（※）・・育児休業取得以前に就労等を理由に在園している児童に限る。

■保育の必要性の認定理由一覧〔参考〕

❖新規で施設利用を希望する人は以下を持参してください

　◆保育料引落口座用の通帳およびその登録印

　◆保護者および児童のマイナンバーを証明する書類（マイナンバーカード等）

　◆手続きに来られる人の身元確認書類（運転免許証等）

□幼稚園

　学校教育法に基づく『教育施設

（学校）』であり、小学校以降の教

育の基礎をつくるために幼児期の

教育を行います。

□認定こども園

　教育・保育を一体的に行う施設

で、いわば幼稚園と保育所の両方

の良さをあわせ持つところです。

３～５歳入園対象

制限なし利用条件

各施設申込先 市役所１階　福祉課

各施設へお問い合わせください申込期間
11 月２日（月）～ 12月 18 日（金）

※嬉野市内の施設利用申込みは 11 月 25 日（水）まで

各施設へお問い合わせください必要書類 申込書　※福祉課備え付けまたは市ＨＰからダウンロード

幼稚園 認定こども園（教育認定）

■教育認定（１号認定）　幼稚園、認定こども園（教育認定）の利用を希望する人

区　分

０～５歳入園対象

保育の必要な事由に該当する人　※下記『保育の必要性の認定理由一覧』参照利用条件

申込先 市役所１階　福祉課

申込期間 11 月２日（月）～ 12月 18 日（金）　※嬉野市内の施設利用申込みは 11 月 25 日（水）まで

必要書類

市内・市外の保育所、認定こども園（保育認定）

■保育認定（２・３号認定）　保育所、認定こども園（保育認定）の利用を希望する人

申込書／就労証明書またはその他申立書　※福祉課備え付けまたは市ＨＰからダウンロード

区　分

□保育所

　児童福祉法に基づく『福祉施設』

であり、家庭で保育ができない保

護者に代わって保育を行います。



３広報かしま　Ｒ2（2020）.11.1

■幼稚園・認定こども園・保育所の紹介

⦿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

⦿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35人　保育50人

⦿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 90 人 ０９５４（６３）４４５１7：00 ～ 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 120 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 60 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 30 人 ０９５４（６２）８３１３7：00 ～ 18：30

飯 田 保 育 園 飯　田 30 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

⦿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　☎０９５４（６３）２１１９

入所申込みのご案内

■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在園児の兄弟姉妹の新規入所

　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１億１,８２０万円の純利益となりましたが、『資本的収支』では、

１億９,８５７万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

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

１５１億４,５４１万円 １４８億４,４２９万円 ３億 １１２万円

１８億６,５１４万円 １８億２,１４０万円 ４,３７４万円

３８億 １８７万円 ３７億７,９８４万円 ２,２０３万円

４億１,８８８万円 ４億１,８４４万円 ４４万円

５億３,４０７万円 ４億１,５８７万円 １億１,８２０万円

４億７,８３０万円
６億７,６８７万円 ０円

１億９,８５７万円
資本的収入

歳　入 歳　出 決　算　収　支

補填財源

□決算の概要

　令和元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『令和元年度決算カード』に掲載しています。

令和元年度　鹿島市の決算状況

□指標でみる財政事情

R1 年度 H30 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。
　今決算では義務的経費である公債費や扶助費の増などが影響し、1.5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

95.9％ 94.4％

財 政 力 指 数

0.48 0.47

主　な　指　標　と　説　明

　企画財政課財政係

　☎０９５４（６３）２１０１

詳しくは

□一般会計決算の状況（構成）

市税（税金）
30億7,469万円
（20％）

人件費
（給料、報酬）
20億2,417万円
（14％） 物件費（事務費等）

17億7,632万円
（12％）

扶助費（福祉費等）
36億8,481万円
（25％）

148億4,429万円151億4,541万円

補助金負担金等
16億7,071万円
（11％）

建設事業費
20億1,825万円
（13％）

公債費（返済金）
8億9,498万円
（6％） 繰出金（他会計）

18億8,714万円
（13％）

地方交付税（国交付金）
37億5,657万円
（25％）

地方譲与税等
7億1,380万円
（5％）

国県支出金
37億9,322万円
（25％）

負担金、使用料等
5億4,585万円
（4％）

繰入金・繰越金
10億9,382万円
（7％）

市債（借入金）
11億1,707万円
（7％）

その他
10億5,039万円
（7％）

その他
8億8,791万円
（6％）
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令和元年度鹿島市決算状況

【歳入】
　歳入全体としては、前年度実施した市営住宅建設な
どの補助事業の減が影響し国県補助金は減少しました
が、市債（借入金）や基金繰入金の増加により、前年
比 1.5％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
ほぼ変わりませんが、収入額は前年度比 0.6％の増と
なりました。

【歳出】
　少子高齢化対策費や公債費（市債の返済）、一部事務
組合への負担金、学校の施設改修等が増加し前年度比
2.1％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2億4,000万円、公
共施設建設基金を約2,000万円取り崩しました。
　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3億2,600万円を積み立てました。

【市債（借入金）】
　年度末の残高は、学校の空調設備設置などの投資事
業実施に伴い、前年度比 2.6％増の 112 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 64 億円（前年
度末の残高は 61 億円）となっています。

【今後について】
　新型コロナウイルス感染症や頻発する自然災害など
の影響で、これまで以上に先行きが見えない中、税収
をはじめとした自主財源の確保は一段と厳しい状況が
予想されます。
　一方で、引き続き財政需要の増加が見込まれるため、
事業の優先度を検証し、財政の健全化を図っていく必
要があります。

□令和元年度の財政状況と今後の展望

議会・総務・
消防

29 億 4,034 万円
20％

福祉・衛生

68 億 5,088 万円
46％

農林水産業
の振興

8 億 8,256 万円
6％

商工観光・
雇用対策

4 億 2,674 万円
3％

土木・建設・
災害復旧

13 億 3,114 万円
9％

学校教育・
生涯学習

15 億 1,765 万円
10％

□令和元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。

　鹿島市の令和元年度決算では、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、令和元年度決算の詳細については４～５ページをご覧ください。

令和元年度決算での

　健全化判断比率・資金不足比率を公表します
令和元年度決算での

　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

　☎０９５４（６３）２１０１

詳しくは

令和元年度健全化判断・資金不足比率

□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（△14.54％）

　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。

（△3.68％）

7.9％

97.8％

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 令和元年度 早期健全化基準 財政再生基準 指　標　の　説　明

□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。２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。

【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。

水 道 事 業 会 計

会　計　名
令和元年度決算
資 金 不 足 比 率

（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）公共下水道事業特別会計
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令和２年度　上半期予算執行状況令和２年度　上半期予算執行状況

令和２年度上半期予算執行状況

□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、安全・安心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。また、今年度は補

正予算により特別定額給付金をはじめとする新型コ

ロナウイルス感染症対策事業も実施しています。

□特別会計
　国民健康保険、後期高齢者医療特別会計ともに皆さん

の健康に資する事業に取り組んでいます。

□企業会計
　水道事業は、安全でおいしい水を安定供給できるよう、

施設の維持管理を行っています。公共下水道事業は、汚

水処理事業と雨水排水事業を行っています。

□一般会計（予算額２１４億５７２万円）

0 10 20 30 40 50 60（億円）

その他

諸収入

分担金・負担金

市債

県支出金

国庫支出金

地方交付税

市税
0 10 20 30 40 50 60 70（億円）

その他

公債費

教育費

土木費

農林水産業費

民生費

総務費
13億3,442万円

23億8,677万円

36億6,753万円

2億626万円

0円

4,633万円

9,055万円

9億4,976万円

57億2,478万円

30億9,397万円

36億9,000万円

23億7,857万円

27億5,337万円

3億7,880万円

4億4,748万円

29億3,875万円

31億5,105万円 64億6,779万円

22億3,600万円 55億1,732万円

1億8,758万円 12億8,380万円

8,787万円 7億6,979万円

4億2,144万円 17億3,077万円

4億4,444万円 9億2,621万円

15億5,383万円 47億1,004万円

凡例
収入済額 予算額

凡例
支出済額 予算額

歳入の部〔収入済額　86 億 8,162 万円〕（収入率　40.6％） 歳出の部〔支出済額　80 億 8,221 万円〕（執行率　37.8％）

□特別会計

収入済額（収入率）予算額会　計　名 支払済額（執行率）

13 億 5,176 万円 （35.4％）38 億 1,348 万円国民健康保険 13 億 2,187 万円 （34.7％）

1 億 2,576 万円 （28.4％）4 億 4,221 万円後期高齢者医療 1 億 584 万円 （23.9％）

14 億 7,752 万円 （34.7％）42 億 5,569 万円計 14 億 2,771 万円 （33.5％）

□令和２年度の主な事業
　①新市民会館建設事業

　②保育所整備事業

　③新規就農総合支援事業

　④辺地道路整備事業

　⑤小学校大規模改造整備事業

　⑥エイブル空調改修事業

　　　　　企画財政課財政係

　☎０９５４（６３）２１０１

詳しくは

□企業会計　※公共下水道事業は令和２年度に特別会計から企業会計へ移行

収益的収入執行額

2 億 4,911 万円

4 億 1,521 万円

6 億 6,432 万円

水道事業

公共下水道事業

計

会　計　名 収益的支出執行額

7,804 万円

1 億 4,006 万円

2 億 1,810 万円

資本的収入執行額

1 億 410 万円

8,312 万円

1 億 8,722 万円

資本的支出執行額

2 億 3,908 万円

2 億 5,287 万円

4 億 9,195 万円

⑤小学校大規模改造整備事業（明倫小学校）⑤小学校大規模改造整備事業（明倫小学校）
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　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３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３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　授業終了後～ 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　⦿月～金曜日利用　3,000 円／月（８月のみ 6,000 円）

　　　　　⦿月～土曜日利用　4,000 円／月（８月のみ 7,000 円）

※別途保険料（800 円／年）と、おやつ代の負担あり

※８月は、半日利用（7時30分～ 13時または 12時～ 18 時 10 分）の場合 3,000 円／月

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　福祉課に申請書を提出

申込期間　11 月２日（月）～ 20 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

　　　　　※生活保護・市民税非課税世帯の減免措置あり

　福祉課社会福祉係　☎０９５４（６３）２１１９詳しくは

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。一般区分　の人については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１４万

４千円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、住民税が課税されている世帯に属する人で、本人の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

　令和元年８月から令和２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、１４

万４千円を超えた額を支給します。
令和元年８月から令和２年７月末までの間に
◆転入または転出した人　◆医療保険を変更した人
◆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２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　☎０９５４（６３）２１２０

詳しくは

※上記以外の人は、それぞれの医療保険へお尋ねください。

※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　⇨　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

申請書様式は市ＨＰからダウン
ロードまたは福祉課にあります
申請書様式は市ＨＰからダウン
ロードまたは福祉課にあります
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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。

□児童虐待とは？

⦿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

⦿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

⦿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

⦿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

□虐待のサイン

⦿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

⦿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

⦿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　　　☎０９５４（６３）２１１９

　佐賀県中央児童相談所　☎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　☎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。）

令和２年度児童虐待防止推進月間　最優秀標語
　　いちはやく

　１８９　知らせて守る　こどもの未来

令和２年度児童虐待防止推進月間　最優秀標語
　　いちはやく

　１８９　知らせて守る　こどもの未来

　１１月１５日（日）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　☎０９５４（６３）３４１３

　鹿島警察署生活安全課　☎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。食べ残しや売

れ残った食品などの放置、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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　令和２年７月豪雨で実際に居住していた住宅の被害に遭われた人へ災害義援金（第１次）の配分を行います。

　手続きなどの詳細についてはお問合せください。

お
知
ら
せ

対　　象　次のいずれかに該当する人

　◇豪雨災害により死亡した人の遺族

　◇豪雨災害により重傷（30 日以上の治療が必要）を

　　負われた人

　◇全壊、半壊（大規模半壊含む）、床上浸水などの一

　　部損壊（準半壊含む）の被害を受けた住宅の世帯

　　主または世帯員

　　※令和２年８月21日までに鹿島市の『り災証明

　　　書』の発行を受けている世帯

被災の程度および配分金額（第１次）　

　死　亡　　　790,000 円

　重　傷　　　395,000 円

　住宅の全壊　790,000 円

　住宅の半壊（大規模半壊含む）　395,000 円

　住宅の一部損壊（準半壊含む）　 79,000 円

　住宅の一部損壊（床上浸水）　　 79,000 円

❖令和２年８月22日以降に鹿島市の『り災証明書』

　の発行を受けた人で配分の対象となる世帯につい

　ては、福祉課へお問合せください。

　福祉課社会福祉係　☎０９５４（６３）２１１９詳しくは

～令和２年７月豪雨災害～

災害義援金の配分（第１次）について

と　　き　11 月８日（日）13時～ 16 時

と　こ　ろ　産業活性化施設　海道しるべ

講　　師　洋菓子工房ひのでや　中島要一郎さん

対　　象　市内在住、もしくは市内事業所に勤務する人

　　　　　（小中学生は保護者同伴）

定　　員　先着10人　　参　加　費　1,000円／人

　産業活性化施設海道しるべ　☎０９５４（６３）８０６０詳しくは

　お菓子屋さん直伝のアップルパイづくり教室・試食会を開催します。

作ったアップルパイはお持ち帰りできます。ぜひ、ご参加ください。

お
知
ら
せ

海道しるべスイーツづくり教室　参加者募集
み　ち

　『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

　☎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

☎０９５４（６３）２１４０

℻０９５４（６３）２１２８

24 時間対応窓口　市障がい者虐待防止センター

☎０８０（６４５５）６７０９
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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　☎０９５４（６３）３４１５詳しくは

対象期間　12 月１日（火）～令和３年２月 28日（日）

対象水路　古枝字堂園甲１５５５番１地先水路

申請期間　11 月２日（月）～ 12日（木）

　　　　　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（金）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 16 日（月）10 時～ 11 時　※受付９時～

　協議会場　新世紀センター２階会議室

お
知
ら
せ

令和３年　鹿島市成人式のご案内

と　　き　令和３年１月 10 日（日）

と　こ　ろ　生涯学習センターエイブル

　　前半　古枝・浜・七浦

　　　　　受付 11 時 30 分～　開式 12 時～

　　後半　鹿島・能古見・北鹿島・明倫

　　　　　受付 14 時～　開式 15 時～

　※前半、後半ともに同じ内容です

　※当日は、新成人のみ会場に入場可能です

対　　象　平成 12 年４月２日から平成 13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します。

　②③④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　☎０９５４（６３）２１２５詳しくは

　今年度の成人式は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中学校区別（住民登録をしている地区）での２

部制で開催します。転居などにより現住所と出身小・中学校区が異なる場合は、前半、後半のいずれかにご参加く

ださい。なお、状況により内容の変更または中止となる場合があります。

　不法投棄は法律で『何人も、みだりに廃棄物をすててはならない。』

と定められ禁じられています。

　違反した場合、５年以下の懲役や１千万円以下の罰金、また、会社

の場合は、３億円以下の罰金など非常に厳しい罰則の対象となります。

　〔廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２５条、３２条〕

　エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、テレビ、洗濯機、乾燥機は家電リサイ

クル法の対象となりますので、処分する際は家電販売店にリサイクル

料金を支払い、引き取ってもらってください。

お
知
ら
せ

　環境下水道課環境係　☎０９５４（６３）３４１６詳しくは

不法投棄は犯罪です！

不法投棄された現場の様子不法投棄された現場の様子
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情報掲示板ワイド

　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２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　☎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。

□令和２年１月１日～令和２年９月 30日までの間に納付実績のある人 ・・令和２年 11 月上旬

□令和２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３年２月上旬
送付時期

　マスクを着用する機会が増え、いつの間にかお口で息をしているようです。お口で息をすると乾燥し、唾液の作

用がなくなりお口の中は不潔になります。お口の細菌は、食べ物や飲み物と一緒に飲み込まれ腸内のバランスを乱

し、全身の免疫力を弱めたり、基礎疾患の悪化や肺炎のリスクも高くなるといわれています。お口の管理がウイル

ス感染の水際対策になるので、かかりつけ歯科医に相談し、自分に合った対策法を身につけましょう。

　　　し

『歯あわせ健診』を行っています
　対象者には受診券を送付していますので、都合に

合わせて受診してください。

　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

　佐賀県後期高齢者医療広域連合

　☎０９５２（６４）８４７６

　佐賀県在宅歯科医療推進連携室

　☎０９５２（２５）２２９１

詳しくは

お
知
ら
せ

マスクをつけて『お口で息をする人』が急増中？

　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。

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

集中受付期間　１１月５日（木）～１２月１８日（金）
有効期限　集中受付期間に提出した事業者・・・・令和３年４月１日～令和５年３月 31 日

　　　　　集中受付期間以降に提出した事業者・・登録日～令和５年３月 31 日

※令和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。

申請区分　◆建設工事　◆測量・設計等　◆物品購入・役務の提供等

申請方法　持参または郵送　12 月 18 日（金）必着

〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３番地１

鹿島市役所　企画財政課入札契約係　☎０９５４（６３）２１０１

申請・問合せ先

《詳しくは市ホームページをご覧ください》
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情報掲示板ワイド

　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

　☎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 12 日（木）～ 18 日（水）

　　　　　◇月～金　８時 30 分～ 19 時　◇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

　暮らしやビジネスに役立ち、郷土の情報満載の２０２１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）

　企画財政課秘書広報係

　☎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』

◆市役所３階企画財政課　◆積文館書店（西牟田）　◆七浦郵便局

◆鹿島書房（新町）　◆県内セブンイレブン・ローソン各店

販
売
所

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（月）～１５日（日）ー

　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。

　また、火災の早期発見のために住宅用火災警報器を設置しましょう。定期的に

作動点検を行い、必要があれば電池の交換または取り替えを行いましょう。

　鹿島消防署予防係　☎０９５４（６３）１１１９詳しくは

□令和元年中の火災発生原因（杵藤地区）

　１位　たき火・・・・・・・・・・１０件

　２位　火入れ・・・・・・・・・・・４件

　　　　たばこ・・・・・・・・・・・４件

□令和元年以降の火災発生状況

総件数 ５４ ３３ ６

建　物 ２３ １７ ４

車　両 ５ ４ ０

林　野 ６ １ ０

その他 ２０ １１ ２

杵藤地区 鹿島市内

令和２年８月現在令和元年
杵藤地区

火災
件数

※今年度の『火の用心フェア』は、新型コロナ

　ウイルス感染症拡大防止のため中止します。
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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

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

日 在宅当番医 所在地
稗田産婦人科　　　☎０９５４（６３）３３０９
田中医院　　　　　☎０９５４（４３）２１１１
福田医院　　　　　☎０９５４（４３）０５５０
太田医院　　　　　☎０９５４（４３）１１４８

10日
3日

17日
24日

鹿島市
嬉野市
嬉野市
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

　　☎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7月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成31年4月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成29年4月生まれ）

18 日（水）

19 日（木）

5 日（木）

13時10分～13時30分

持参品　母子健康手帳、問診票、アンケート、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 4・11・18・25 日（水） 10時～10時30分
内　容　手帳交付、説明会
対　象　市内在住の妊婦　※都合の悪い人はお電話ください

備考受付時間開催日行事名

２か月児相談 12 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 9 月生まれ　　　　　　（通知に記載）

赤ちゃん相談 11 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：バスタオル等

離乳食教室（前期） 10 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・試食等　※持参品：バスタオル等
対　象　5・6 か月児の保護者

離乳食教室（後期） 24 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・個別相談　※持参品：バスタオル等
対　象　8・10 か月児の保護者　　　　　　（通知に記載）

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

２回目フッ化物塗布 19 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 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

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
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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）

　※相談体制は、今後変更される予定です。

❖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

接種場所　県内の実施医療機関

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　※今年のみの助成です③　１６歳から６４歳までのインフルエンザ予防接種　※今年のみの助成です

❖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。

平日、日中に申請が難しい人は
夜間受付も行います

受付期間　11月 16日（月）～ 11月 20日（金）17時 30分～ 20時

受付場所　保健センター（エイブル１階）

受付期間　11月 16日（月）～ 11月 20日（金）17時 30分～ 20時

受付場所　保健センター（エイブル１階）

②③の接種場所　市内の実施医療機関と谷口医院（嬉野市）
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鹿島市保健センター　その他予防接種のお知らせ鹿島市保健センター　その他予防接種のお知らせ

高齢者の肺炎球菌感染症予防接種について

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５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３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

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。
注意事項

◆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

◆定期接種の対象となるのは１人１回

　のみです

　※左の『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

　ロタウイルスワクチンは、ロタウイルス胃腸炎の重症化を予防するためのワクチンです。

　ロタウイルス胃腸炎は、口から侵入したロタウイルスが腸管に感染して発症します。完全力が非常に強く、乳

幼児のうちにほとんどの子どもが感染します。初めてロタウイルスに感染したときは、特に重症化しやすく、ま

れに脳や腎臓に影響を及ぼすこともあり注意が必要です。

　生後すぐに感染する場合もあるので、ワクチンの接種は早い時期に完了させます。ロタウイルスワクチンは２

種類あり、どちらも飲む生ワクチン（弱毒したウイルス）です。

　種　　類　ロタリックス　接種時期：出生６週から24週　接種回数：２回

　　　　　　ロタテック　　接種時期：出生６週から32週　接種回数：３回

　対　象　者　令和２年８月１日以降に生まれた乳児

　実施場所　県内の予防接種実施医療機関　※接種の予約などは、直接、各医療機関に問合せてください。

　持　参　品　母子健康手帳、予診票、委任状（保護者が同伴しない場合）

　自己負担額　無料　※ただし、対象年齢を過ぎて接種する場合は、任意接種（自己負担）となります。

　※令和２年８月生まれの人には個人通知をしています。また、令和２年９月以降生まれの人には『お誕生おめ

　　でとうセット』に関係書類を入れています。

ロタウイルスワクチンの定期接種について

❖詳しくは市のホームページに公開しているリーフレットをご覧ください
　『HPVワクチンの接種を検討しているお子様と保護者の方へ』『HPVワクチンを受けるお子様と保護者の方へ』

　『子宮頸がん予防ワクチンの接種を受ける皆様へ』

　ヒトパピローマウイルス（HPVワクチン）は、平成２５年度より厚生労働省で定期接種と認められているものの、

接種後に出現する痛みや運動障害などの副作用について、現在専門家の間で検討中であり、積極的な勧奨が差し

控えられています。しかし、接種を中止するものではないため、希望される人は接種することができます。

　接種にあたっては有効性とリスクを理解したうえで受けてください。

　対　象　者　小学６年生～高校１年生相当年齢の女子（標準的な接種時期：中学１年生）

　実施場所　県内の予防接種実施医療機関　※接種の予約などは、直接、各医療機関に問合せてください。

　持　参　品　母子健康手帳、予診票、委任状（保護者が同伴しない場合）

　自己負担額　無料　※ただし、対象年齢を過ぎて接種する場合は、任意接種（自己負担）となります。

【HPVワクチンの効果】
　子宮頸がんはヒトパピローマウイルス（HPV）の感染が原因で起こります。HPVに感染しても多くの場合は自然

に排除されますが、感染が続くとその一部が前がん病変になり、悪化することで子宮頸がんを発症するといわれて

います。そのため、ワクチンを接種してウイルスを防ぐことで、子宮頸がんを予防できると考えられています。

【ワクチン接種後に起こりえる症状】
　主なものは、接種部位の痛みや腫れです。その他に、接種部位のかゆみや出血、不快感、疲労感、頭痛、腹痛、

筋肉痛や関節の痛み、じんましん、めまいなども報告されています。

子宮頸がん予防ワクチン（ヒトパピローマウイルスワクチン）について

　鹿島市保健センター（エイブル１階）　☎０９５４（６３）３３７３詳しくは
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※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

1 日（日）
3 日（祝）
7 日（土）
8 日（日）

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

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
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

✿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

日 在宅当番医 当番薬局
織田病院　☎（６３）３２７５1 日（日） 溝上薬局スカイロード店

志田病院　☎（６３）１２３６8 日（日） 溝上薬局北鹿島店
納富病院　☎（６３）１１１７15 日（日） アルナ薬局鹿島店
中村医院　☎（６３）９２３４22 日（日） おおぞら薬局
西岡内科クリニック　☎（６３）４０９０23 日（祝） 前山薬局
薬師寺医院　☎（６３）５２８１29 日（日） アルナ薬局浜町店

市役所
保健センター

7・14・21・28 日（土）
3・23 日（祝）、
1・8・15・22・29 日（日）

29 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

4 日（水）、10・17・24 日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

2・9・16・30 日（月）、
4 日（水）、24 日（火）

産業活性化施設
（海道しるべ）

2・9・16・30 日（月）、
4 日（水）、24 日（火）、26 日（木）

3・23 日（祝）、
10・17・24 日（火）、29 日（日）

令和２年９月３０日現在

鹿島市
－

－ 1 人能古見

浜

北鹿島

－

－男

女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

28,682

13,649

3,325

2,902

2,700

3,407

2,699

13,562

15,120

10,813

5,459

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

8 人 7 世帯

－ 7 人 5 世帯

1,137 世帯 1 世帯

1,013 世帯

1,245 世帯

1,010 世帯

949 世帯

7 人

12 人

2 人

7 人

17 人

9 人

2 世帯

7 世帯

6 世帯

2 世帯

－

－

－ －

－

－

別府整形外科　☎（６３）３０６３3 日（祝） 溝上薬局西牟田店

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

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。

9 日（月）　『つくって WAWAWA』
16 日（月）　『いっしょに WAWAWA』

◇９日は、秋の思い出づくり、16 日は、

　いまむかしふれあい交流をします♡
時　間　11 時～ 11 時 35 分

場　所　市民交流プラザかたらい内

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

2・9・16・30 日（月）、
4 日（水）、24 日（火）
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こんなときこのひとこと・学校だより

No.179

アマンダ先生

今月のキーフレーズ
 “ appearances can be deceiving ”

この表現は、

「人は見かけによらない」という意味で使われます。

Nicole:

Rob:

He was so handsome and charming, but 
he turned out to be a bully.
Well, appearances can be deceiving.

（ニコル）

（ロ　ブ）

彼とてもハンサムで魅力的だけど

すぐいじめるの。

うーん。人は見かけによらないね。

Jean:

Billy:

She looks like she doesn’t understand in 
class, but she got a 100 on the test! 
Well, appearances can be deceiving.

（ジーン）

（ビリー）

彼女、授業では理解してないみたいだ

けどテストでは１００点とったのよ。

うーん。人は見かけによらないね。

学 校 だ よ り

鹿島高校

No.282

鹿高祭開催

　３学年そろった新設鹿島高校とし

て最初の文化祭、体育祭である『鹿

高祭』を、９月４、５日に行いまし

た。テーマは『刹那』。このテーマ

には、新型コロナウィルスで大変な

今、目の前の一瞬を楽しんでほしい

という思いが込められています。

　感染症拡大防止の観点から文化祭、

体育祭ともに昨年までの形式を大き

く変えての実施となりました。

　文化祭は、各教室でのクラス展示

や売店を取りやめ、体育館でのス

テージ発表はウェブ配信などを活用

しながら行いました。体育祭は、鹿

島市陸上競技場をお借りして、種目

の削減や３密になりにくい種目を新

設し、集合場所では間隔をとるなど

の工夫を行いました。

　「例年どおり」ができないこのよ

うな状況の中でも、生徒はこの鹿高

祭を成功させるべく、３年生や生徒

会役員を中心に、綿密な計画を立て、

自分の役割をしっかりと果たし、周

囲と強い連携をとっていました。

　その結果、例年どおりのすばらし

いパフォーマンスを披露してくれま

した。そして、テーマに込められた

思いのとおり、一瞬一瞬を楽しんで

いました。

　この経験は、これからの「生きる

力」に大きなプラスになることで

しょう。生徒の今後の躍進が期待で

きると感じることができる鹿高祭で

した。
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温暖化対策・人権の輪

今すぐやろう温暖化対策

“まだ使えるから”と古い家電を使い続けていませんか？

　家電の省エネ化は毎年進んでいて、古い家電を使い続ける

ほうがかえって“もったいない”場合があります。地球にも

お財布にも優しい家電に買換えを検討してみませんか。

　環境下水道課環境係

　☎０９５４（６３）３４１６

詳しくは
❖環境省のＨＰには省エネ家電の選び方や、今使っている家電

　と最新の省エネ家電の比較ができるなど、さらに詳しい情報

　があります。家電買換えの際には参考にしてみてください。

省エネ家電に買い替えよう！省エネ家電に買い替えよう！

最新型への買換えによる省エネ（消費電力量の削減）効果についてこんな試算が出ています！

◆照明器具　ＬＥＤに変えると約８５％の削減　　◆冷蔵庫　１０年前と比べて約４７％の削減

◆エアコン　１０年前と比べて約７％の削減　　　◆テレビ　　６年前と比べて約２９％の削減

◆温水洗浄便座　１０年前と比べて約２８％の削減
⦿冷蔵庫・エアコン・温水洗浄便座

　　　　　2006年製と2016年製の比較

⦿テレビ　2010年製と2016年製の比較

⦿冷蔵庫・エアコン・温水洗浄便座

　　　　　2006年製と2016年製の比較

⦿テレビ　2010年製と2016年製の比較

※試算はさまざまな家庭環境を踏まえたものであり、削減

　効果を保証するものではありません。また、機器の性能

　によって削減効果も変わる場合があります。

人権意識を常識に
～一人一人の人権を認める市民（公民）への進化～

◆ご意見などをお寄せください
　人権・同和対策課　☎０９５４（６３）２１２６

　ハンセン病は、遺伝でもなく、
感染力も弱く、飲食や風呂を共に
しても感染しません。感染しても
発症しない人がほとんどで、発症
しても薬で完治します。彼らを隔
離した療養所で治療などにあたっ
た医師や看護師など一人も感染し
なかったそうです。しかし、社会は、
「業病」「呪われた血筋」などと言
い差別し続け、元患者たちの苦し
みは現在も続いています。根拠の
ない迷信・風評を信じた人々が差
別したことを謝罪するニュースを
見たことがありません。あの頃は
仕方なかったと思っているので
しょうか。
　平安時代、病気や災害は怨霊や

悪霊、物の怪の仕業と信じられて
いました。死牛馬の処理をしたり、
行き倒れの人を丁重に葬ったり、
罪人を捕まえる人達は、ケガレに
多く接触しているとの理由で差別
を受けました。人々はケガレは感
染し、不幸なことが伝染すると本
気で信じていたのです。庭師、能
楽師、歌舞伎役者、大道芸人など
もけがれているとされていました。
　「理解できない」、「人の技とは思
えない」、「血や死や罪に触れけが
れている」、「わけが分からず怖い」
などの考え方が差別・排除の始ま
りです。そしてこの現代社会でも
続いているものがあります。同和
問題や女性問題、元ハンセン病患

者への差別などです。
　迷信や風評を信じやすく、周り
に合わせようとする人が少なから
ずいます。「昔から言われている」
「周りが言っているから」などの理
由で、しかも罪悪感なく差別を継
承してきました。自分と同じ人間
を根拠なく・非科学的な理由で差
別することを疑いもなく続けてき
た愚かさをまず認識することが必
要ではないでしょうか。
　これまで差別されてきた人たち
は、何の差別される理由もなくた
だ苦しみ続けてきました。
　今、「差別はいけない」という社
会の空気をつくる時代になってい
ます。世間の常識といえるほどに
多くの人々がこの考え方ができた
ら、あらゆる人権問題が解消する
と思います。
　みんなで正しい常識に書き換え
ましょう。実現すれば、この街は、
『人権』の意味を知る公民のいる住
みよい街になるはずです。

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

ともだちを　だいじにするぞ　エイエイオー　　松本　晃紋（七浦小２年）
あの日みた　友の笑顔を　バネにして　　　　　中村　凜音（東部中３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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TopicsTopics まちの話題

受賞者紹介

交通安全功労者表彰
正寶　義眞さん

１０月８日、令和２年度佐賀県

交通安全功労者表彰式が県庁で

行われ、正寶義眞さん（筒口）

が交通安全功労者として表彰さ

れました。

正寶さんは多年にわたり鹿島市

の交通安全指導員や鹿島地区交

通安全協会能古見支部長、佐賀

県地域交通安全活動推進委員と

して活動するなど、交通安全の

ための献身的な尽力が認められ

ての受賞となりました。

災害用マンホールトイレを北鹿島小学校に整備しました

　北鹿島小学校に、災害時に使用できるマ

ンホールトイレを５基整備しました。

　このマンホールトイレは、災害時に市民

が正常にトイレを使用できなくなった場合

に設置されます。

　９月２７日に行われた北鹿島小学校運動

会では、設置訓練や地域住民の利用体験を

兼ねてマンホールトイレを設置しました。

善行紹介　ご寄附をありがとうございました

ライオンズクラブ国際協会３３７－Ｃ地区様

　１０月９日、ライオンズクラブ国際協会３３７－Ｃ地区様より、

令和２年７月豪雨災害のお見舞いとしてご寄附をいただきました。

　市民の皆様の一日も早い復旧復興のために活用して欲しいとのご

意向に沿って、有効に使わせていただきます。

ライオンズクラブ国際協会３３７－Ｃ地区様

　１０月９日、ライオンズクラブ国際協会３３７－Ｃ地区様より、

令和２年７月豪雨災害のお見舞いとしてご寄附をいただきました。

　市民の皆様の一日も早い復旧復興のために活用して欲しいとのご

意向に沿って、有効に使わせていただきます。

祐徳薬品工業株式会社様

　９月２３日、祐徳薬品工業株式会社様か

ら市内の小中学校９校へカットバン６種

類、１８０個をご寄附いただきました。

　この寄附は、地域社会への恩返しとのこ

とで、一昨年、昨年に続き今回で３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。

祐徳薬品工業株式会社様

　９月２３日、祐徳薬品工業株式会社様か

ら市内の小中学校９校へカットバン６種

類、１８０個をご寄附いただきました。

　この寄附は、地域社会への恩返しとのこ

とで、一昨年、昨年に続き今回で３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。

九州ケータリング協会様、相生通り振興会様、市内８店舗の飲食店様

　１０月１日、九州ケータリング協会様、相生通り振興会様、市内

８店舗の飲食店様から、９月１９日と２０日に祐徳神社外苑駐車場

で開催された鹿島夜市の売上金の一部をご寄附いただきました。

　寄附金は、７月豪雨で被害に遭われた祐徳門前商店街の振興に活

用してほしいとのご意向に沿って、有効に使わせていただきます。

九州ケータリング協会様、相生通り振興会様、市内８店舗の飲食店様

　１０月１日、九州ケータリング協会様、相生通り振興会様、市内

８店舗の飲食店様から、９月１９日と２０日に祐徳神社外苑駐車場

で開催された鹿島夜市の売上金の一部をご寄附いただきました。

　寄附金は、７月豪雨で被害に遭われた祐徳門前商店街の振興に活

用してほしいとのご意向に沿って、有効に使わせていただきます。

株式会社オガワ様

　１０月１６日、株式会社オガワ様から、アルコール除菌スプレー

１４４本とアルコール洗浄ハンドジェル７２本のご寄附をいただき

ました。今回のご寄附に際し、同社　松尾賢一取締役本部長様から

「創業１１８年という古くから続く地場企業として、地域貢献をし

たいという思いから今回の寄附となりました。子どもたちの衛生習

慣の向上に活用いただきたい」とのお言葉がありました。

　いただいた品は、市内の放課後児童クラブや保育所、認定こども

園、幼稚園で活用させていただきます。

株式会社オガワ様

　１０月１６日、株式会社オガワ様から、アルコール除菌スプレー

１４４本とアルコール洗浄ハンドジェル７２本のご寄附をいただき

ました。今回のご寄附に際し、同社　松尾賢一取締役本部長様から

「創業１１８年という古くから続く地場企業として、地域貢献をし

たいという思いから今回の寄附となりました。子どもたちの衛生習

慣の向上に活用いただきたい」とのお言葉がありました。

　いただいた品は、市内の放課後児童クラブや保育所、認定こども

園、幼稚園で活用させていただきます。
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明るい選挙啓発ポスターコンクール入賞者発表

　鹿島市の令和２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１１３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　☎０９５４（６３）３４１８詳しくは

　■小学生の部

　　能古見小１年　澤野　瑛太郎　　　浜　　小１年　永山　莉子

　　能古見小２年　前田　靖仁　　　　浜　　小２年　谷川　栞梨

　　鹿　島　小４年　野中　陽菜　　　　能古見小４年　植松　咲奈

　　明　倫　小５年　山田　結愛　　　　浜　　小５年　江口　颯真

　　七　浦　小６年　松本　一晟　　　　明　倫　小６年　福田　朋巴

　■中学生の部

　　西　部　中１年　入江　葉月　　　　西　部　中１年　神代　美拓

　　東　部　中１年　田代　健吾　　　　東　部　中１年　森　夕奈

　　東　部　中１年　竹本　琉南　　　　東　部　中１年　西川　陽翔

　　東　部　中１年　松本　結愛　　　　東　部　中１年　野中　陽一

　　西　部　中２年　田畑　賢悠　　　　東　部　中２年　松枝　那奈

　　東　部　中２年　小野原　愛心　　　東　部　中２年　桂原　遼輝

　　東　部　中３年　岡　心咲　　　　　東　部　中３年　木原　ゆう

　　東　部　中３年　原尾　環

県　特　選　作　品県　特　選　作　品
永山莉子さん（浜小１年）の作品
が県の同コンクールで特選に選ば
れました。おめでとうございます！

永山莉子さん（浜小１年）の作品
が県の同コンクールで特選に選ば
れました。おめでとうございます！

登録飲食店でのテイクアウト・デリ

バリー・店内飲食利用や青果店、精

肉店、鮮魚店、酒店での購入時に

クーポン券を利用

登録飲食店でのテイクアウト・デリ

バリー・店内飲食利用や青果店、精

肉店、鮮魚店、酒店での購入時に

クーポン券を利用

クーポン券利用

登録飲食店でのテイクアウト・デリバリーの飲食サービ

ス利用や青果店、精肉店、鮮魚店での生鮮食品や加工品

の購入、酒店での酒類の購入で、お支払い５００円ごと

に２００円のクーポン券１枚を配布

登録飲食店でのテイクアウト・デリバリーの飲食サービ

ス利用や青果店、精肉店、鮮魚店での生鮮食品や加工品

の購入、酒店での酒類の購入で、お支払い５００円ごと

に２００円のクーポン券１枚を配布

クーポン券配布

　商工観光課　☎０９５４（６３）３４１２詳しくは

クーポン券配布期間　※なくなり次第終了

１１月２１日（土）～令和３年１月３１日（日）

クーポン券有効期間

１１月２１日（土）～令和３年２月１４日（日）

クーポン券配布期間　※なくなり次第終了

１１月２１日（土）～令和３年１月３１日（日）

クーポン券有効期間

１１月２１日（土）～令和３年２月１４日（日）

　新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない状

況の中、三密対策や『新しい生活様式』を推奨する

クーポン券の発行とともに、飲食店を含めた専門小

売業者などを支援するキャンペーンを行います。

　新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない状

況の中、三密対策や『新しい生活様式』を推奨する

クーポン券の発行とともに、飲食店を含めた専門小

売業者などを支援するキャンペーンを行います。

ｗｅｂで
登録店舗等
の情報を

チェック！
www.kashimacity.com

鹿島市飲食店等緊急支援事業鹿島市飲食店等緊急支援事業

鹿島でい～と“家めし＆店のみ”キャンペーン
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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

　環境下水道課環境係

　☎０９５４（６３）３４１６

詳しくは

このごろの猫の飼い方
■首輪や迷子札をつけましょう
　飼い猫が窓から脱走したり、突然の災害で迷子に

なったり、“もしも”のときのために飼い主の名前

と電話番号がわかるようにしておきましょう。

■屋内で飼育しましょう
　　　　　◆交通事故に遭わない　◆病気にかかりにくい

　　　　　◆ふん尿や鳴き声での近所迷惑にならない
メリット

■避妊去勢手術を受けさせましょう
　　　　　◆増えない　◆発情期特有の鳴き声がない

　　　　　◆オスはマーキングや争いをしない
メリット

避妊去勢手術の

　一部補助を行っています

メス 4,000 円

オス 2,000 円
※年間、１世帯猫３匹まで

　◇わたしたちの夢のトラック絵画コンクール

　優秀賞　増岡　帆波（明倫小２年）

　　　　　有森　みずき（能古見小５年）

◇佐賀県理科作品展

　県教育長賞　加藤　青空（鹿島小４年）

　理振会長賞　萩尾　優仁（浜小１年）

　理振会長賞　川﨑　望加（西部中２年）

　　　入選　大曲　菜月（明倫小３年）

　　　　　　久冨　彩笑（明倫小３年）

　　　　　　岩永　吏人（鹿島小５年）

　　　佳作　古賀　優莉奈（鹿島小５年）

　　　　　　西島　廉晴（明倫小５年）

　　　　　　金子　柘和（明倫小６年）

　　　　　　宮﨑　智暉（西部中１年）

　　　　　　田中　美羽（西部中１年）

◇佐賀県愛鳥週間ポスターコンクール

　農林水産部長賞　坂本　孝太（東部中３年）

◇動物図画コンクール

　最優秀賞　萩尾　優仁（浜小１年）

　　優秀賞　小栁　希穂（浜小１年）

　　　佳作　中島　武咲侍（浜小１年）

　　　　　　西川　葵（浜小１年）

　　　　　　松丸　晃大（明倫小５年）

◇JOCジュニアオリンピックカップ全国中学生陸上競技大会2020佐賀大会

　開　催　日　８月29日（SAGAサンライズパーク陸上競技場）

　【男子走幅跳】　２位　永渕　凱都（西部中２年）

　【男子走高跳】　３位　峰松　拓己（西部中２年）

　【男子 200ｍ】　３位　原口　大悟（西部中２年）

◇第53回佐賀県高等学校新人陸上競技大会

　開　催　日　９月19～21日（SAGAサンライズパーク陸上競技場）

　【女子 3000ｍ】　優勝　平島　ゆゆ（白石高２年）

　【女子 4×400ｍ】　優勝　谷口　ゆい（佐賀北高２年）

　【女子円盤投】　　優勝　中島　花音（鹿島高２年）

　【男子走幅跳】優勝　【男子 4×100ｍ】３位

　　　　　　　　永渕　豊人（龍谷高２年）

◇2020 Saga junior Autumn Swim meet《水泳》

　開　催　日　９月20日（SAGAサンライズパーク水泳場）

　【10 歳以下男子 50ｍ自由形・背泳ぎ】　

　　優勝　渕上　蒼史（鹿島小５年）

　【10 歳以下男子 50ｍ背泳ぎ】　

　　２位　山口　真生（鹿島小４年）

◇マウンテン久山ジュニアトーナメントイエローボール杯《テニス》

　開　催　日　９月 26 日（福岡県あさひ緑健久山テニス場）

　　優勝　光武　拓海（明倫小６年）

◇第35回佐賀新聞学童オリンピック大会

　バレーボール　開催日　９月６・22日（有田町文化体育館）

　　１位　能古見ＪＶＣ（能古見小）

　　３位　七浦ＪＶＣ（七浦小）

◇佐賀県高等学校弓道新人大会

　開　催　日　９月20～21日（SAGAサンライズパーク総合体育館弓道場）

　　男子団体３位　鹿島高校Ａ
　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
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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

　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
☎０９５４（６３）２１３８
℻０９５４（６３）３４２４
http://kashima-able.com/

詳しくは

市民図書館　☎０９５４（６３）４３４３詳しくは

□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。寄贈本の受付はしていません。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。

　　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

　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。

　光武さんは県内の高校で指導しながら

作品を描き、独立展や佐賀県展、佐賀美

協展などに多数の入賞歴があります。

　今回展示の『海の哀歌』シリーズは、

廃船になった木造船をモチーフにしたも

のなど、有明海をテーマにした作品が並

んでいます。

展示期間　

12 月 27 日（日）まで

光武　洋展
～海の哀歌～

床の間
コーナー

に行ってみよう

市　民
図書館 図書館からのお知らせ

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

ところ定員 開講期間講　座　名 講　師

20 人
エイブル３階

研修室

受講料

20 人
12 月 11 日（金）

13 時 30 分～ 15 時 30 分
エイブル３階

研修室
無　料

持っていない方・これから検討される方のための
シニア向けスマートフォン教室（Android）

ＫＤＤＩ㈱認定講師

20 人
12 月 19 日（土）

13 時 30 分～ 15 時 30 分
エイブル３階
生活工房Ａ

無　料
（オンライン受講可）

有明海科学の市民講座
海の健康診断（サテライト会場）

藤井　直紀さん
（佐賀大学教育研究院特任助教）

15 人
12 月１・２・８・９日（火・水）
13 時 30 分～ 15 時 30 分

エイブル３階
生活工房Ａ

500 円／１回
（別途テキスト代）

かんたん！たのしい！ LINE 講座 シニア情報生活アドバイザー佐賀

11 月 17 日（火）
19 時 30 分～ 21 時
11 月 26 日（木）

13 時 30 分～ 15 時
20 人

エイブル館長の
　筆ペンで年賀状教室

昼コース

夜コース
無　料

（持参品：筆ペン）
永池　守

（エイブル館長）

公
開
講
座

会
員
対
象
講
座

❖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。

『海の哀歌』

❖新型コロナウイルス感染拡大防止のため、１席ずつ空けての着席となる場合があります。また、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・麗の双子のデュオ。童謡や歌謡曲からクラシッ

クまで、双子ならではの息の合った歌唱をお届けします。

　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］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

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

　『空に油』は、ヤヒロトモヒロ（パーカッション・ボーカル）、鬼怒無月（ギターボーカル）、

宮田岳（ベース・ギター・ボーカル）によるスーパーバンド。百戦錬磨の３人ならで

はの強力な化学反応にご期待ください。

　と　　き　12 月６日（日）14 時開演（13 時 30 分開場）

　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（会員 1,000 円）　高校生以下：1,000 円（会員 500 円）

　※当日各 500 円増し　※未就学児入場不可　※託児あり：要申込 11 月 21 日（土）締切

第５回
えいぶる事業 『空に油』コンサートリズムにのって旅にでよう！

一般販売
11月７日（土）

一般販売
11月７日（土）
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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　11 月 19 日（木）10 時～ 14 時

と　こ　ろ　エイブル２階調理実習室

参　加　費　300円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾、マスク

申込期限　11 月 12 日（木）

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。

□『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

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

保健センター（エイブル１階）

　☎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。

　～献血にご協力ください～
　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 11 日（水）９時 30 分～ 16 時

と　こ　ろ　エイブル

献血バスがきます献血バスがきます

　市では、『鹿島市休日こどもクリニック』で働い

ていただく看護師を募集しています。詳しくは保

健センターまたは鹿島藤津地区医師会へお問い合

わせください。

勤務形態　日・祝日・１月１～３日　９時～ 17 時

問合せ先　保健センター（エイブル１階）

　　　　　☎０９５４（６３）３３７３

　　　　　鹿島藤津地区医師会

　　　　　☎０９５４（６３）３９６９

休日こどもクリニックの
　　看護師さんを募集します
休日こどもクリニックの
　　看護師さんを募集します
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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

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

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。

　秋はスポーツを始めるのにふさわしい季節です。

　市では、市内レンタルサイクルやシェアサイクルの貸出場所、ウォーキ

ングコースに『歩こう。鹿島。』の旗を設置しています。また、公民館など

に掲示されたポスターには、モデルコースやＳＡＧＡＴＯＣＯ（サガトコ）、

健康チャレンジのＱＲコードを掲載していますので、見つけたらぜひご利

用ください。

　鹿島市の海・山・街を巡るウォーキングコースをかし丸くんが案内します。

コロナに負けない心と体の健康アップに取り組みましょう。

　秋はスポーツを始めるのにふさわしい季節です。

　市では、市内レンタルサイクルやシェアサイクルの貸出場所、ウォーキ

ングコースに『歩こう。鹿島。』の旗を設置しています。また、公民館など

に掲示されたポスターには、モデルコースやＳＡＧＡＴＯＣＯ（サガトコ）、

健康チャレンジのＱＲコードを掲載していますので、見つけたらぜひご利

用ください。

　鹿島市の海・山・街を巡るウォーキングコースをかし丸くんが案内します。

コロナに負けない心と体の健康アップに取り組みましょう。

佐賀県公式ウォーキングアプリ
の
ん
び
ら
～
と

　
　
　
か
し
ま

レ
ン
タ
ル

　
　
　
自
転
車

　生涯学習課スポーツ係

　☎０９５４（６３）２１２５

詳しくは

鹿
島

鹿
島

鹿島発見！海・山・街を巡ってコロナに負けずに健康アップ！鹿島発見！海・山・街を巡ってコロナに負けずに健康アップ！
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お知らせ

　農業生産資材廃棄物（農業用プラ

スチックおよび農薬空容器等）の適

正処理の推進と、農業経営の次期作

に向けた支援を目的として、処分に

かかった経費について助成します。

（令和２年度限定）

対　象　者　産業廃棄物処理業者と契

　　　　　約等を交わし、適正な処

　　　　　分を行う市内の農業者お

　　　　　よび農業団体等

対象経費　農業生産資材廃棄物の処分経費

❖農協組合員は、農協で１０月以降

　に回収される分が無料になります。

　回収日等は農協へお問い合わせく

　ださい。

□廃プラの不適正処理は禁止です

　農業用廃プラの不適正処理は法令

で禁止されています。不法投棄や野

焼きは５年以下の懲役または1,000

万円以下の罰金（もしくはその両

方）となります。

詳しくは　農林水産課農政係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１３

　『Ｎｅｔ１１９』とは、聴覚や言

語機能の障がいによって音声での会

話が困難な人が、スマートフォンな

どから、いつでも全国どこからでも

音声によらない１１９番通報ができ

るサービスです。登録無料です。

詳しくは　杵藤地区消防本部通信指令課

　　　　　☎０９５４（２０）０２２７

　　　　　fdkito-shirei@kito119.jp

令和２年９月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

□１２月まで『早めのライト点灯運動』実施中　　　※（　　）内は前年比

　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　☎０９５４（６３）１１１１

鹿島警察署管内
佐 賀 県 内

鹿 島 市 内

2,712 件（－1,023）
146 件（－050）
73 件（－038）

3,510 人（－1,499）
190 人（－065）
99 人（－047）

26 人（－05）
1人（ 00）
1人（ 00）

13,026 件（－2,052）
754 件（－102）
404 件（－039）

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　☎０９５４（６３）２１１４

令和２年９月分の市長交際費を公表します

8,250円 令和２年度累計　72,750 円合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

その他 ９月18日 8,250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　☎０９５４（６３）２１０４

11月27日（金）

11 月 28 日（土）～

12月 3日（木）

5日（土）

8 日（火）

9 日（水）

10日（木）

12日（土）

14日（月）

15日（火）

16日（水）

18日（金）

12月２日（水）

～ 4日（金）

～ 7日（月）

～11日（金）

～13日（日）

～17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

　女性消防団員は、男性消防団員と

は異なり、火災発生時の消火活動は

行いません。女性の持つソフトな面

を活かした応急手当や防火広報など

が主な活動です。あなたの住む街の

ため、力をかしてもらえませんか。

応募資格　市内在住または勤務する

　　　　　18 歳以上で健康な女性

募集人員　若干名　※随時募集

❖報酬、手当、被服、退職報奨金等あり

詳しくは　総務課防災係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１２

　自衛隊の仕事概要や採用種目の個

別相談などの説明会を行います。

　説明は１５分程度です。履歴書や

事前予約は不要です。

と　　き　12 月６日（日）10時～ 15時

と　こ　ろ　鹿島ショッピングタウンピオ

　　　　　１階ロビー出会いの広場

詳しくは　自衛隊佐賀地方協力本部

　　　　　武雄地域事務所

　　　　　☎０９５４（２３）８３０４

農業用廃プラスチック等の
適正な処分を支援します

～鹿島市消防団～

女性消防団員募集 自衛隊募集説明会
－杵藤地区消防本部－

１２月から 『Ｎｅｔ119』 運用開始

情報掲示板　◇　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

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１６

■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

■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 19 日（木）８時 30 分～

■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 19 日（木）９時 30 分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

※説明会は個別でも随時行っています

問い合わせ・ご注文　

　シルバー人材センター

　☎０９５４（６３）０９７０

　毎年１１月１１日から１７日まで

は、くらしを支える税について考え

る『税を考える週間』です。

　ホームページでは、国税庁の取組

みや税に関する情報を紹介していま

すので、ぜひご覧ください。

　　https://www.nta.go.jp

詳しくは　武雄税務署総務課

　　　　　☎０９５４（２３）２１２７

　市民課では、仕事などで平日に市

役所に来ることができない人のため

に、電話予約をして休日や夜間に証

明書などを受け取ることができる

『時間外交付』を実施しています。

　証明書の種類および予約時間は下

記のとおりです。

証明書などの種類

　住民票の写し、印鑑登録証明書、

　納税証明書、課税証明書、所得証明書

予約時間　月～金曜日（平日）

　　　　　８時 30 分～ 17時

詳しくは　市民課市民年金係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１７

　ニッセイ財団では、自然体験・異

年齢交流・郷土芸能継承・子育て支

援など、児童・少年の健全育成にか

かる活動を行っている民間団体に対

し、必要な物品を助成します。

　申し込み手続きなど、詳しくはお

問い合わせください。

助　成　額　上限 60 万円／団体

申込締切　11 月 20 日（金）

詳しくは　県こども未来課

　　　　　☎０９５２（２５）７３８１

　https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00370974/index.html

　『第９回ゆめさが大学鹿島校学校

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　ゆめさが大学鹿島校事務局

　　　　　☎０９５４（６３）２３２２

　開催を予定していた『碁聖寛蓮鹿

島囲碁大会』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　同大会事務局　藤永

　　　　　☎０９５４（６２）６３１３

　皆さんにご協力いただいた調査の

人口・世帯数の速報結果は、令和３

年６月に公表予定です。その後、年

齢別や世帯の状況など詳しい結果が

順次公表されます。調査結果は総務

省統計局のホームページでご覧にな

れます。

　調査結果は行政での各種計画や施

策など、さまざまな分野で利用され

ます。

　ご協力ありがとうございました。

詳しくは　企画財政課秘書広報係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１４

　６月に配布し、好評だった読書手

帖を再度配布します。

　ウラケン・ボルボックスさん（鹿

島市出身）のイラストを使ったかわ

いい読書記録用のノートです。

と　　き　11 月６日（金）まで

と　こ　ろ　図書館内

配　布　数　300冊（なくなり次第終了）

詳しくは　市民図書館

　　　　　☎０９５４（６３）４３４３

　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。

■こども卓球教室

と　　き　11 月 28 日～ 12 月 26 日

　　　　　毎週土曜日［計５回］

　　　　　18 時～ 19時 30 分

と　こ　ろ　北鹿島体育館

対　　象　小学生～一般

参　加　費　2,000 円／人（保険料込）

申込期限　11 月 23 日（祝）

■鹿島市ボウリング大会

と　　き　12 月 19 日（土）

　　　　　９時 30 分～

と　こ　ろ　メリーランド武雄ボウル

参　加　費　1,200 円／人

　　　　　（ゲーム・靴代、保険料込）

申込期限　12 月６日（日）

詳しくは　スポーツライフ・鹿島事務局

　　　　　（鹿島市体育協会内）

　　　　　☎０９５４（６２）３３７９

小さな仕事もお受けします
シルバー人材センター

太陽光発電設置補助金
のお知らせ

ゆめさが大学鹿島校
学校祭中止のお知らせ

ご利用ください
時間外の証明書交付

児童・少年の
健全育成助成について

税を考える週間 検索

税を考える週間
－11月11日（水）～17日（火）－

国勢調査へのご協力
ありがとうございました

『碁聖』寛蓮　鹿島囲碁大会
中止のお知らせ

情報掲示板　◇　お知らせ

『読書手帖』配布　第２弾！

スポーツライフ・鹿島
教室・大会のお知らせ
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講習会・教室

と　　き　11 月 21 日（土）

　　　　　10 時～ 12 時 30 分

と　こ　ろ　七浦公民館２階会議室

定　　員　先着 30 人

　◇身近に潜む災害リスク

　　～令和２年７月豪雨災害や西葉断層について～

　　講師　溝上良雄さん（佐賀県防災士会）

　◇非常用持出品について

参　加　費　無料

申込・問合せ先

　鹿島市ボランティア活動センター

　（鹿島市社会福祉協議会内）

　☎０９５４（６２）２４４７

　地域共生社会の知識を深め、地域

で支援を行っている専門職や支援者

の取り組みなど、社会福祉士に求め

られる役割について皆さんと一緒に

考えたいと思います。

と　　き　11 月 29 日（日）

　　　　　13 時～ 16 時 30 分

と　こ　ろ　アバンセホール（佐賀市）

定　　員　100 人

参　加　費　無料　※当日参加可

申込期限　11 月 27 日（金）

※中止の場合はＨＰでお知らせします

詳しくは　佐賀県社会福祉士会

　　　　　☎０９５２（３６）５８３３

と　　き　12 月 14 日（月）・16 日（水）

　　　　　　　・17 日（木）・18 日（金）

と　こ　ろ　武雄市文化会館

内　　容　パソコン、スマートフォン

　　　　　操作、業務用ソフト操作など

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

参　加　費　無料

申込期限　12 月４日（金）

詳しくは　県シルバー人材センター連合会

　　　　　☎０９５２（２０）２０１１

　Zoom による双方向のオンライン

セミナーです。県内４つの地区に分

けて開催します。マイナス１歳期（妊

娠期）や子育て中の御夫婦に、夫婦

円満で育児や家事を楽しむコツをお

伝えします。

と　　き　11 月 28 日（土）

　　　　　10 時～ 12 時

対　　象　杵島・藤津エリア

　鹿島市、武雄市、嬉野市、大町町、

　江北町、白石町、太良町

定　　員　先着 20 組

　申込方法など詳しく

　は公式サイトをご覧

　ください　⇨
詳しくは　県男女参画・女性の活躍推進課

　　　　　☎０９５２（２５）７０６２

募　集

　市内で製造された食料品や飲食店

の商品を試食して、味や値段などに

ついて意見を出してもらう消費者の

皆さんを募集します。

と　　き　11 月 25 日（水）14 時～

と　こ　ろ　鹿島商工会館３階大会議室

募集期限　11 月 13 日（金）

詳しくは　鹿島商工会議所

　　　　　☎０９５４（６３）３２３１

　鹿島市レクリエーション協会の設

立に伴い、会員を募集します。

年　会　費　1,000 円

申込・問合せ先

　鹿島市ボランティア活動センター

　（鹿島市社会福祉協議会内）

　☎０９５４（６２）２４４７

　ネット社会に生きる子どもや保護

者を対象に、モラルや情報セキュリ

ティの大切さを伝え、パソコンやス

マートフォンなど、ネットに接続で

きる機器の安全な使い方を啓発する

ポスターや動画、啓発動画の感想文

を募集します。

募集期限　令和３年１月８日（金）

表　彰　式　令和３年２月 21 日（日）

詳しくは　特定非営利活動法人ＩＴサポートさが

　　　　　同コンクール事務局

　　　　　☎０９５２（３６）５９００

対　象　者　求職者

訓練期間　令和３年１月６日（水）～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 25 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

相　談

と　　き　11 月 21 日（土）10 時～ 12 時

と　こ　ろ　アバンセ（佐賀市）

定　　員　25 人

参　加　費　無料

申込方法　電話による受付

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

　☎０９５２（２９）０６２６

と　　き　11 月 15 日（日）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀県労働会館３階（佐賀市）

相談内容　労働、借金、相続など

申込・問合せ先（要申込、電話での相談可）

　佐賀県労働者福祉協議会

　ライフサポートセンターさが

　☎０１２０（９３１）５３６

弁護士による
無料法律相談会

かしま防災サポーターズクラブ
防災研修会

令和3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

司法書士による成年後見制度と
遺言の無料説明会

試食モニター募集

鹿島市レクリエーション協会
会員募集

ネットの安全・安心けいはつ
コンクール作品募集

２１世紀社会福祉セミナー

～県シルバー人材センター連合会～

パソコン講習

◉市税集合徴収分
◉介護保険料
◉後期高齢者医療保険料の
第６期の口座振替日は

１１月３０日（月）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

夫婦で育児・家事を
１００倍楽しむセミナー

情報掲示板　◇　講習会・教室・募集・相談
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　相談員やケアマネジャーがお話を

伺います。気軽にお越しください。

と　　き　11 月７日（土）

　　　　　10 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　道の駅鹿島（千菜市横）

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

　　　　　☎０９５２（３７）１１３１

　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　11 月 18 日（水）

　　　　　12 月 16 日（水）

　　　　　13 時～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　佐賀財務事務所（佐賀市）

申込期限　相談会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）

◆無料法律相談（市民優先）　市役所５階

　19 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

　26 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

　19 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）

　17 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

　５日（木）10 時～ 15 時

◆消費生活相談　商工観光課　

　毎週月・金曜日（23 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

◆働き方改革推進出張相談　

　13 日（金）10 時～ 12 時、13 時～ 16 時

市役所５階会議室

　同支援センター☎０１２０（６１０）４６４

◆こころの健康相談（臨床心理士対応）

　18 日（水）９時 30 分～ 12 時

新世紀センター２階会議室２

　（要予約）福祉課 ☎（６３）２１１９

◆発達障害児（者）専門相談

　24 日（火）10 時～ 16 時　要予約

市役所５階第６会議室

　NPO 法人それいゆ☎０９５２（３７）０２５０

◆介護に関する相談　保険健康課

　月曜日～金曜日９時～ 17 時

◆鍼灸マッサージ無料健康相談

　８日（日）10 時～ 14 時 30 分

保健センター（エイブル１階）

◆土地・建物に関する無料相談所（売買・賃貸など）

　24 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

◆納税相談（要予約）　税務課

　月曜日～金曜日９時～16時（祝日を除く）

　　　　　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）

　20 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

　市内外の小中高生を中心に作り上

げた、夢いっぱいのミュージカルス

テージです。華やかな歌とダンスを、

ご家族でお楽しみください。

と　　き　11 月 23 日（祝）14 時～

と　こ　ろ　エイブルホール

　◇ミュージカル『白雪姫』

　◇歌とダンスのステージ

入　場　料　無料

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

　電話での事前予約をお願いします。

詳しくは　劇団ヤマト事務局　野崎

　　　　　☎０９０（２５０８）８３７４

　中木庭ダムに咲くコスモスの観賞

や原屋敷跡などの史跡を巡ります。

　ぜひ参加してください。

と　　き　11 月 15 日（日）※雨天中止

　　　　　集合８時 30 分　出発９時

集合場所　中木庭ダムやすらぎ広場

定　　員　先着 30 人程度

参　加　費　100 円／人

　　　　　※昼食、茶の準備あり

詳しくは　のごみふれあい楽習館

　　　　　☎０９５４（６２）３３７３

と　　き　11 月３日（祝）※雨天中止

　　　　　８時 30 分～ 14 時

集合場所　市役所ピロティ（正面玄関前）

参　加　費　500 円　※要予約

詳しくは　自然観察指導員佐賀県連絡会

　　　　　（ネイチャー佐賀）

　中村　☎０９０（８３９１）８０７７

　猿渡　☎０８０（５２６４）９６６５

　　　　℻０９５２（７７）９１３３

　農家民宿みんなの家でかかし祭り

を開催します。

 約50体のかかしが、秋の風情漂う

みかん園や畑に展示されています。

バンドやお琴、ダンスなどのステー

ジイベントも行います。そのほか限

定ランチ（30食）やカレーなどの

出店があります。また、有料で芋ほ

り、みかん狩り体験ができます。

と　　き　11 月１日（日）

　　　　　10 時～日没まで

と　こ　ろ　農家民宿みんなの家付近（七浦）

■かかしは現在展示中です

　11 月 26 日（木）まで　※見学自由

❖新型コロナウイルス感染症対策と

　してマスクの着用をお願いします。

　体調の優れない人の参加はご遠慮

　ください。また、状況により中止

　する場合があります。

詳しくは　農家民宿みんなの家

　　　　　☎０９５４（６２）８４４４

11月11日は介護の日
介護の日　相談会

その他の相談

コスモスと歴史巡り
ウォーキング

劇団ヤマト
ミュージカル公演

情報掲示板　◇　相談・イベント

多重債務の
無料出張相談会

多良岳秋の森の観察会

かかし祭り



　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
わかるのだ。ラムサール条約登録地を中心に海岸清掃でとれた

ヨシや草などで肥料を作り、それを使ってできたものなのだ。

そう！飢餓をゼロにという目標のなかには、その土地の環境に対応した農業を

推進することが含まれているんだ。災害などで登録地の海岸には大量のヨシな

どがうちあがるんだけど、それを肥料として農業に活かしているんだ。

飢餓をゼロにとラムサール…ラム

サール米なのだ！ラムサール米を

いっぱい食べるのだ。

もりもおしい！そもそもラム

サール米はどうやってつくられ

ているかわかる？

１月号１２月号

10月30日 12月１日
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　市内５つの蔵で、秋の酒蔵まつりを開催します。

　新型コロナウイルス感染症対策として、専用アプリをダウン

ロードして参加する完全予約制です。各蔵を巡り、大吟醸、純米

大吟醸クラスの日本酒を１杯ずつ、計５杯飲める特典、または肥

前浜駅前会場で日本酒の角打ちができる特典がついてます。

　また、予約者のみ乗車できるシャトルバスも運行します。

と　　き　１１月１５日（日）１０時～１6時

と　こ　ろ　幸姫酒造、矢野酒造、馬場酒造場、

　　　　　光武酒造場、観光酒蔵肥前屋、肥前浜駅前会場

参　加　費　2,000 円／人　※専用アプリによる完全予約制

　実行委員会事務局　鹿島市観光協会

　☎０９５４（６０）５１４５

　実行委員会事務局　鹿島市観光協会

　☎０９５４（６０）５１４５

詳しくは

初開催！完全予約制！初開催！完全予約制！

“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）

飢餓をゼロに
『目標３』

飢餓をゼロに
『目標３』

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

専用アプリは鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会

ホームページからダウンロードできます
sakagura-tourism.com/main/673.html

（アプリは現在作成中　近日リリース予定）

専用アプリは鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会

ホームページからダウンロードできます
sakagura-tourism.com/main/673.html

（アプリは現在作成中　近日リリース予定）


