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　ラムサール条約推進室では、有明海の環境保全を通じてＳＤＧｓの推進に取り組む企業、団体等の『肥前鹿島

干潟ＳＤＧｓ推進パートナー』を募集しています。また、取組内容は市ホームページでも紹介する予定です。

肥前鹿島干潟ＳＤＧｓ推進パートナー紹介

　　　　　　　　建設環境部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 肥前鹿島干潟ＳＤＧｓ推進パートナ―募集

《取組事例》

　酒造りを通して伝統産業としての文化を受け

継ぎ、地域の活性化に寄与します。
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《取組事例》

　時代の変化とともに求められる建築物の快適環

境のあり方に貢献します。
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株式会社カシマ美装

《取組事例》

　市民自らが心豊かな生活を実現し、活力ある

社会構築に資するよう『市民立』の取り組みを

強化・支援します。
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一般財団法人　鹿島市民立生涯学習・
                                 文化振興財団
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県内一斉ふるさと美化活動
　６月13日に県内一斉美化活動（県内基準日５月３０日）を行います。あらかじめ地

区が選定した市内の各海岸、河川、公園、道路などの清掃をお願いします。環境美化、

快適な環境づくりのため、皆さんのご協力をよろしくお願いします。

と　　き　６月 13 日（日）

と　こ　ろ　各地区指定場所

ＧＯＭＩのこばなし
Ｑ１．発泡スチロールはどのように捨てたらいいですか？ 

【答え】

プラマークがあれば、市指定ごみ袋（容器包装プラスチック類：黄色）に入れてください。

ただし、発泡スチロールを崩したりする場合は、もえるごみ袋に入れてください。

詳しくは　環境下水道課環境係　☎０９５４（６３）３４１６

新市民会館建設工事 　総務課総務係　☎０９５４（６３）２１１１詳しくは
に伴いご迷惑をおかけします

庁舎前駐車場の出入口の形が変わります。

速度を落として通行してください。

　市役所、新世紀センターに来られる際は、市役所前

または道向かいの大駐車場をご利用ください。

工事用車輛出入口

工 事 用 車 輛 出 入 口 前 に は 、

車を駐車しないでください。

あじさいあじさい
写真写真

（中木場ダム湖畔公園）（中木場ダム湖畔公園）
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　近年、局地的なゲリラ豪雨や梅雨末期の大雨により、大規模な洪水や土砂災害などが全国的に発生しています。

　鹿島市でも、昨年の７月豪雨で多くの住家が損壊や浸水し、台風１０号でも甚大な被害がありました。またいつ

同じような状況になってもおかしくありません。

　災害に備え、自宅や学校、職場周辺の状況を事前に確認し、早め早めの避難行動を心がけましょう。

　近年、局地的なゲリラ豪雨や梅雨末期の大雨により、大規模な洪水や土砂災害などが全国的に発生しています。

　鹿島市でも、昨年の７月豪雨で多くの住家が損壊や浸水し、台風１０号でも甚大な被害がありました。またいつ

同じような状況になってもおかしくありません。

　災害に備え、自宅や学校、職場周辺の状況を事前に確認し、早め早めの避難行動を心がけましょう。

　鹿島市では大雨警報などが発令された場合、災害対策連絡室を設置し、気

象庁などからの情報を基に、警戒レベルも踏まえながら災害対策本部へ移行、

段階的に避難場所を開設しています。

　避難場所の開設情報は防災無線や市のホームページなどでお知らせします

ので、避難される際は情報にご注意ください。※避難の際、マスクや食糧、

飲料水など必要なものはできるだけ各自で準備をお願いします。

　また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、各避難場所では収容

人数に制限があります。

　防災マップで災害リスクを確認し、避難場所以外であっても自宅が安全な

場合は『在宅避難』や、安全な場所にいる知人宅などに避難する『縁故避

難』などの分散避難についても検討をお願いします。

　防災情報や各種ハザードマップは、各家庭に配布の『鹿島市防災マップ』に

掲載しています。今後、災害情報に変更があった場合は、随時、市のホーム

ページ等でお知らせします。

●鹿島市防災マップで事前に確認を！●鹿島市防災マップで事前に確認を！

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Ｗｅｂ版は
こちらから
アクセスで
きます

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

事業所等で希望がある場合は、
郵送しますので、

総務課防災係☎（６３）２１１２
までご連絡ください。

令和２年７月　土砂崩れによる家屋倒壊令和２年７月　土砂崩れによる家屋倒壊 令和２年７月　浜川護岸損壊令和２年７月　浜川護岸損壊

災害 　総務課防災係　☎０９５４（６３）２１１２　総務課防災係　☎０９５４（６３）２１１２詳しくはに備えて

自主防災組織の活動助成・補助について
　市では、災害による被害を予防・軽減する活動を行うため、住民

の皆さんが自主的に設置する自主防災組織の結成や活動の活性化を

支援しています。

【自主防災組織への助成・補助の例】

◆新たに組織を結成する際の助成金

◆組織が実施する訓練等に要する費用

◆組織に備える防災資機材整備に要する費用

●避難についてのお知らせ●避難についてのお知らせ

●警戒レベル４『避難指示』で、危険な場所から必ず避難を！●警戒レベル４『避難指示』で、危険な場所から必ず避難を！

　令和３年５月２０日、災害対策基本法が改正され、市町村が発令する避難情報の名称が変更となり、どのタイミ

ングで避難すればいいのか分かりやすくなりました。

　これまでの『避難準備・高齢者等避難開始』が『高齢者等避難』に簡略化、

あわせて『避難勧告』が廃止され、『避難指示』となっています。

　特に、警戒レベル４『避難指示』の発令で危険な場所にいる人は全員の避難

が必要となりますので、災害発生が予測される場合は、早い段階から準備をし、

すぐに避難できるよう普段から必要な防災用品など準備しておきましょう。

３
４
５

　警戒レベル５は、すでに安

全な避難ができず命が危険な

状況です。警戒レベル５『緊

急安全確保』の発令を待って

はいけません。

　警戒レベル５は、すでに安

全な避難ができず命が危険な

状況です。警戒レベル５『緊

急安全確保』の発令を待って

はいけません。

　避難に時間のかかる高齢者

や障がいのある人などは、警

戒レベル３『高齢者等避難』

で危険な場所から避難しま

しょう。

　避難に時間のかかる高齢者

や障がいのある人などは、警

戒レベル３『高齢者等避難』

で危険な場所から避難しま

しょう。

　避難勧告は廃止されます。

これからは、警戒レベル４『避

難指示』で危険な場所から全

員避難しましょう。

　避難勧告は廃止されます。

これからは、警戒レベル４『避

難指示』で危険な場所から全

員避難しましょう。

※１ 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではないなどの理由から、警戒レベル５は必ず発令される情報

　　 ではありません。

※２ 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。

※３ 警戒レベル３は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危 

　　 険を感じたら自主的に避難するタイミングです。

・防災特集・　大雨、土砂災害に備える心がけを
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�動画で確認

□鹿島市見守りシール交付事業（どこシル伝言板）□鹿島市見守りシール交付事業（どこシル伝言板）

鹿島市見守りシール交付事業
今年度から

始めます

　QR コードが印刷されたラベル・シールと ICT サービス（どこシル伝言板）を用いて、自らの個人情報

を開示せずに、対象となる方の安否情報をインターネット上で共有し、認知症による徘徊症状により行方

不明となった身元確認や家族への引渡しを円滑に行います。

□対象となる人

　市内在住の在宅高齢者で、認知症による徘徊症状が見られる人

□利用者（申請者）となる人

　対象となる人と同居または同様の状況にあり対象となる人を常時介護している人

□交付

　利用が決定した場合、１人あたりラベルシール３０枚を交付します。費用は無料です。

　地域包括支援センター　☎０９５４（６３）２１６０詳しくは

詳しくは

TopicsTopics まちの話題

　５月２４日に鹿島市とトゥ

ルーバファーム佐賀株式会社

（本社唐津市小野隆一代表取締

役）との進出協定締結式がリ

モートで執り行われました。

　今回の企業進出は農業分野へ

の参入となります。七開地区の

約１９ヘクタールの広大な農地

で放牧による肉用牛繁殖事業に

取り組まれます。

　トゥルーバグループは、金融

機関向けの動産評価を行う企業

で、中でも肉用牛の評価実績は、

国内トップの企業です。畜産農

家への経営支援を行うなかで、

自らも農業分野に参入し、全国

展開されています。

　農業者の高齢化や後継者不足、

特に中山間地域においては、耕

作放棄地の拡大や鳥獣被害など

さまざまな課題があるなか、こ

れまで全国各地で培われた実績

やノウハウを生かして、耕作放

棄地の解消や雇用の創出など、

地域振興に寄与されるものと大

いに期待しています。

進出協定締結式

トゥルーバファーム佐賀株式

会社が鹿島市に進出します

新型コロナウイルスワクチン接種の集団接種会場で
シミュレーションを行いました

　４月２４日、鹿島市民体育館で実施予定の新型コロナウイルスワクチン接種の

集団接種に備え、本番時の混乱やトラブル回避、円滑な接種のために、シミュ

レーションを行いました。

　当日は医師、看護師、住民役（区長や民生児童委員）にご協力いただき、本番

さながらに実施しました。住民役の人に話を聞くと、「このシミュレーションで

出た課題を整理して本番に役立ててほしい」と思いを話されました。

東京２０２０オリンピック聖火リレー

　５月９日、東京２０２０オリン

ピック聖火リレーが行われました。

　鹿島市では、祐徳稲荷神社から大

村方工場団地までの約２kmを１０人

のランナーが繋ぎました。

　消防団活動や地域の祭りに携わる

熊谷周平さんは「一歩一歩感謝の気

持ちを込めて走った。鹿島のために

なにか貢献できるようなことがあれ

ば、積極的に参加していきたい」と

話されました。

　レスリングで全国優勝経験があ

る鳥栖工業高校２年の白川剣斗さ

んは「想像以上の盛り上がりで緊

張した。これからもいろんなこと

にチャレンジしていきたい」と話

されました。

沿道の観客沿道の観客 白川剣斗さん白川剣斗さん

熊谷周平さん熊谷周平さん 　地域包括支援センター　☎０９５４（６３）２１６０

地域包括支援センターからのお知らせ

□かしまオレンジカフェ（認知症カフェ・介護者のつどい）

　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『認知症の始まりＭＣＩ／受診』

◆創作活動『芝人形』

　と　　き　６月 16 日（水）13時 30 分～ 15 時

　と　こ　ろ　エイブル３階研修室

　参　加　費　無料　　申込期限　６月 14 日（月）

　※状況により中止となる場合があります　

□音楽サロンで楽しく介護予防♪

　歌って、聴いて、演奏して、楽

しく介護予防をしませんか。脳の

活性化や心肺機能の向上を目指し

ましょう。

と　　き　７月７・14・21・28 日、

　　　　　８月４・11・18・25 日、

　　　　　９月１・８・15・22 日

　　　　　（水曜日）10時～ 11時 30 分

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

定　　員　先着 30 人

対　　象　おおむね 65 歳以上

参　加　費　無料

※新型コロナウイルス感染症対策と

して大声での歌唱は実施しない予定
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令和２年度　放流水検査結果（第１処理場・・・鹿島市・嬉野市）
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令和２年度　放流水検査結果（第２処理場・・・太良町）

※ＢＯＤとは、河川水などの汚染度を示すもので、数値が大きくなればより水質が汚濁していることになります。

　ＢＯＤ測定で０．５未満はＮＤ表示

市　町　名 し　　　尿

１６,６６７.７６鹿　島　市

嬉　野　市

太　良　町

合　　　計

１０,１３５.７０

４,２３５.９９

３１,０３９.４５

浄化槽汚泥

６,８４１.８４

８,０３０.０７

３,７５６.９３

１８,６２８.８４

合　　　計

２３,５０９.６０

１８,１６５.７７

７,９９２.９２

４９,６６８.２９

前年比

△０.０９％

１.５８％

４.３５％

１.２１％

令和２年度　搬入量 （単位：ｋｌ）

　鹿島・藤津地区衛生施設組合

　☎０９５４（６２）２６５４　℻０９５４（６３）９１４５

詳しくは

　鹿島・藤津地区衛生施設組合では、鹿島市・嬉野市・太良町の約６万６千人のし尿および浄化槽汚泥を処理して

います。令和２年度の搬入量および放流水検査数値を下記のとおり報告します。なお、放流水は毎月１回の法定検

査を実施していますが、すべて基準値内でありました。

組合長　　口　久俊（鹿島市長）

鹿島・藤津地区衛生施設組合鹿島・藤津地区衛生施設組合
からのお知らせからのお知らせ

　企画財政課財政係　☎０９５４（６３）２１０１詳しくは

□特別会計 

会　計　名 予算額 収入済額（収入率） 支払済額（執行率）

34億6,368万円 （93.5％）国民健康保険 37億0,277万円 35億7,171万円 （96.5％）

4億    81万円 （93.2％）後期高齢者医療 4億3,018万円 3億7,532万円 （87.2％）

38億6,449万円 （93.5％）計 41億3,295万円 39億4,703万円 （95.5％）

□市債（借入金）の状況

区　分

112億0,490万円

令和元年度末
現　在　高

10億1,157万円 8億5,446万円

令和２年度
償還見込額

113億6,201万円

令和２年度末
現在高（見込）

令和２年度
発行見込額

一般会計

　令和２年度下半期（３月３１日まで）の予算執行状況をお知らせします。

　なお、３月３１日までに収入および支出の完了していないものは、５月３１日の出納閉鎖日までに行い、９月議

会に提案したあと、令和２年度決算として皆さんにお知らせします。

令和２年度 　下半期予算執行状況令和２年度 　下半期予算執行状況

□一般会計 （予算額 １９８億６,１１５万円）

□基金の状況

基金の名称 増　減　額令和元年度末現在高 令和２年度末現在高（見込）

財政調整基金 10億8,536万円 9億0,397万円 △1億8,139万円

1億8,628万円 1億8,493万円 △135万円

6億2,321万円 6億6,140万円 3,819万円

10億1,387万円 11億6,749万円 1億5,362万円

29億0,872万円 29億1,779万円 907万円

減債基金

公共施設建設基金

その他の基金

計

□企業会計 

会　計　名

水道事業

下水道事業

計

5億8,896万円

7億0,292万円

12億9,152万円

収益的収入執行額

4億2,139万円

3億4,591万円

7億6,730万円

収益的支出執行額

2億2,393万円

12億9,717万円

15億2,110万円

資本的収入執行額

4億3,744万円

16億1,460万円

20億5,204万円

資本的支出執行額
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１８,１６５.７７

７,９９２.９２

４９,６６８.２９

前年比

△０.０９％

１.５８％

４.３５％

１.２１％

令和２年度　搬入量 （単位：ｋｌ）

　鹿島・藤津地区衛生施設組合

　☎０９５４（６２）２６５４　℻０９５４（６３）９１４５

詳しくは

　鹿島・藤津地区衛生施設組合では、鹿島市・嬉野市・太良町の約６万６千人のし尿および浄化槽汚泥を処理して

います。令和２年度の搬入量および放流水検査数値を下記のとおり報告します。なお、放流水は毎月１回の法定検

査を実施していますが、すべて基準値内でありました。

組合長　　口　久俊（鹿島市長）

鹿島・藤津地区衛生施設組合鹿島・藤津地区衛生施設組合
からのお知らせからのお知らせ

　企画財政課財政係　☎０９５４（６３）２１０１詳しくは

□特別会計 

会　計　名 予算額 収入済額（収入率） 支払済額（執行率）

34億6,368万円 （93.5％）国民健康保険 37億0,277万円 35億7,171万円 （96.5％）

4億    81万円 （93.2％）後期高齢者医療 4億3,018万円 3億7,532万円 （87.2％）

38億6,449万円 （93.5％）計 41億3,295万円 39億4,703万円 （95.5％）

□市債（借入金）の状況

区　分

112億0,490万円

令和元年度末
現　在　高

10億1,157万円 8億5,446万円

令和２年度
償還見込額

113億6,201万円

令和２年度末
現在高（見込）

令和２年度
発行見込額

一般会計

　令和２年度下半期（３月３１日まで）の予算執行状況をお知らせします。

　なお、３月３１日までに収入および支出の完了していないものは、５月３１日の出納閉鎖日までに行い、９月議

会に提案したあと、令和２年度決算として皆さんにお知らせします。

令和２年度 　下半期予算執行状況令和２年度 　下半期予算執行状況

□一般会計 （予算額 １９８億６,１１５万円）

□基金の状況

基金の名称 増　減　額令和元年度末現在高 令和２年度末現在高（見込）

財政調整基金 10億8,536万円 9億0,397万円 △1億8,139万円

1億8,628万円 1億8,493万円 △135万円

6億2,321万円 6億6,140万円 3,819万円

10億1,387万円 11億6,749万円 1億5,362万円

29億0,872万円 29億1,779万円 907万円

減債基金

公共施設建設基金

その他の基金

計

□企業会計 

会　計　名

水道事業

下水道事業

計

5億8,896万円

7億0,292万円

12億9,152万円

収益的収入執行額

4億2,139万円

3億4,591万円

7億6,730万円

収益的支出執行額

2億2,393万円

12億9,717万円

15億2,110万円

資本的収入執行額

4億3,744万円

16億1,460万円

20億5,204万円

資本的支出執行額
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支給対象者　０歳から中学校修了前までの子ども（平成

　　　　　18 年４月２日以降生まれ）を養育している人

受　付　日　６月 10 日（木）～ 11日（金）９時～ 20 時

　　　　　６月 12 日（土）９時～ 16時

受付場所　市役所５階大会議室

※都合がつかない場合は６月中に福祉課で

　手続きをしてください

持　参　品　①郵送された現況届　

　　　　　②受給者の健康保険証　③受給者名義の通帳

　　　　　④配偶者または子どもの住民票が市外にある場合、
　　　　　　その人のマイナンバーが確認できるもの

※②と③は、現在児童手当が振り込まれている口座の

　名義人のものが必要です

お
知
ら
せ

中学校修了前までの子どもを養育している人は
児童手当の現況届が必要です

　手当を引き続き受給できるか、所得制限にかかっていないかを確認する『現況届』は、受給中の人すべてが提出

する必要があります。詳しくは、６月上旬に郵送する案内をご覧ください。

　なお、受付時の混雑緩和のため、郵送での受付も行っておりますので、ぜひご利用ください。

※６月上旬に郵送で案内がない人は、今年度の現況届の提出は不要です。

　福祉課幼保係　☎０９５４（６３）２１１９詳しくは

お
知
ら
せ

生活の中で困りごとはありませんか

■生活お困りごと相談のご案内（要予約）
　健康や家庭、就労、家計、引きこもりの問題など、生活の中でのお

困りごとに対してご本人と一緒に考え、自立に向けた支援を行います。

　相談は無料です。来所できない人には、相談支援員が直接ご自宅ま

で伺います。　※相談の内容に応じて適切な機関につなぎます

　鹿島市生活自立支援センター

　（社会福祉協議会内）

　☎０９５４（６２）２４４７

相談窓口

生活お困りごと相談について

■生活保護制度について
　生活保護制度は、何らかの原因で日々の暮らしに困っている人に

対して、当面の生活を国が保障し、その人が自分で生活できるよう

に手助けしようとする制度です。制度について詳しくお聞きになり

たい人は福祉課までご相談ください。

　福祉課生活保護係

　☎０９５４（６３）２１１６

相談窓口

生活保護制度について

募

　集 放課後児童クラブ支援員を募集します

契約日～令和４年３月 31 日
【主に小学校長期休業中、小学校代休日】

　７時 30 分～ 18 時 10 分の６時間程度
放課後児童クラブ支援員
（学校休業日補助）

募集区分 雇用期間 勤務時間

内　　容　市内の小学校各クラブで学童保育

応募資格　働く保護者を応援する元気な人

試験日時　後日連絡します

募集締切　６月 18 日（金）　※郵送可、必着

申込方法　市のホームページからダウンロードまたは

　　　　　福祉課に備え付けの専用履歴書に必要事項

　　　　　を記入し、提出してください。

　　　　　（ハローワークでも受付可）
　福祉課社会福祉係　☎０９５４（６３）２１１９詳しくは

時　間　給　８７０円
提　出　先　〒８４９－１３１１
　　　　　鹿島市大字高津原３５２４番地３
　　　　　ハローワーク鹿島

　　　　　または

　　　　　〒８４９－１３１２
　　　　　鹿島市大字納富分２６４３番地１
　　　　　鹿島市役所　福祉課社会福祉係

木造住宅の耐震診断を支援します木造住宅の耐震診断を支援します
対　　象　昭和56年５月31日以前に着工された木造住宅

　　　　　※借家や店舗等との併用住宅は対象外

診　断　料　一律 5,000 円（図面の有無によらず）

　都市建設課住宅係　☎０９５４（６３）３４１５詳しくは

そ　の　他　

　耐震診断を行う前に事前の相談が必要です。

　また、木造住宅以外でも耐震の診断や改修費用

の補助がありますので、まずはご相談ください。

軽減割合

７割

５割

２割

お
知
ら
せ

令和３年度から
　国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の軽減判定基準が変わります

□基礎控除額の引き上げ

４３万円

区　分 改正前（令和２年度）
３３万円

改正後（令和３年度）
基礎控除額

　税務課課税係（国民健康保険税）

　☎０９５４（６３）２１１８

　佐賀県後期高齢者医療広域連合

　☎０９５２（６４）８４７６

詳しくは

□軽減判定基準の見直し
　世帯主および世帯の被保険者全員の所得が、下表の金額を超えない場合に軽減の対象となります。　

　（所得割の軽減はありません）

４３万円

３３万円（基礎控除額）

３３万円＋（２８万５千円×被保険者数）
４３万円＋（２８万５千円×被保険者数）

＋１０万円×（給与所得者等の数－１）

３３万円＋（５２万円×被保険者数）
４３万円＋（５２万円×被保険者数）

＋１０万円×（給与所得者等の数－１）

※給与所得者等　一定の給与所得者、公的年金等の支給を受ける人

　地方税法等の改正において、給与所得控除および公的年金等控除が１０万円引き下げられるとともに、基礎

控除が１０万円引き上げられることとされました。これに伴い、令和３年度以降の国民健康保険税と後期高齢

者医療保険料について以下のとおり適用されます。

軽減判定所得基準

４３万円

＋１０万円×（給与所得者等の数－１）

※被保険者数　　

　国民健康保険：同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した人を含む。

　後期高齢者医療保険：後期高齢者医療の被保険者

改正前（令和２年度） 改正後（令和３年度）

□均等割軽減特例の見直し（後期高齢者医療保険）
　　これまで特例として均等割の軽減割合が上乗せされて

　７．７５割軽減だった人は、令和３年度から本来の７割

　軽減となります。

軽減割合

７割

５割

２割

　令和３年３月下旬から本格運用開始予定だったマイナンバーカードの保険証利

用（オンライン資格確認）が、加入者データの不備などのため延期され、令和３

年１０月までに開始することとなりました。この間はプレ運用期間となります。

　マイナンバーカードの保険証利用のための申し込みは、引き続きパソコンやス

マートフォンでできます。パソコンやスマートフォンをお持ちでない人は、市民

課で申し込みができます。

　保険健康課国保係　☎０９５４（６３）２１２０詳しくは
　マイナポータルＱＲコード

マイナンバーカードの保険証利用の延期について
お
知
ら
せ
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支給対象者　０歳から中学校修了前までの子ども（平成

　　　　　18 年４月２日以降生まれ）を養育している人

受　付　日　６月 10 日（木）～ 11日（金）９時～ 20 時

　　　　　６月 12 日（土）９時～ 16時

受付場所　市役所５階大会議室

※都合がつかない場合は６月中に福祉課で

　手続きをしてください

持　参　品　①郵送された現況届　

　　　　　②受給者の健康保険証　③受給者名義の通帳

　　　　　④配偶者または子どもの住民票が市外にある場合、
　　　　　　その人のマイナンバーが確認できるもの

※②と③は、現在児童手当が振り込まれている口座の

　名義人のものが必要です

お
知
ら
せ

中学校修了前までの子どもを養育している人は
児童手当の現況届が必要です

　手当を引き続き受給できるか、所得制限にかかっていないかを確認する『現況届』は、受給中の人すべてが提出

する必要があります。詳しくは、６月上旬に郵送する案内をご覧ください。

　なお、受付時の混雑緩和のため、郵送での受付も行っておりますので、ぜひご利用ください。

※６月上旬に郵送で案内がない人は、今年度の現況届の提出は不要です。

　福祉課幼保係　☎０９５４（６３）２１１９詳しくは

お
知
ら
せ

生活の中で困りごとはありませんか

■生活お困りごと相談のご案内（要予約）
　健康や家庭、就労、家計、引きこもりの問題など、生活の中でのお

困りごとに対してご本人と一緒に考え、自立に向けた支援を行います。

　相談は無料です。来所できない人には、相談支援員が直接ご自宅ま

で伺います。　※相談の内容に応じて適切な機関につなぎます

　鹿島市生活自立支援センター

　（社会福祉協議会内）

　☎０９５４（６２）２４４７

相談窓口

生活お困りごと相談について

■生活保護制度について
　生活保護制度は、何らかの原因で日々の暮らしに困っている人に

対して、当面の生活を国が保障し、その人が自分で生活できるよう

に手助けしようとする制度です。制度について詳しくお聞きになり

たい人は福祉課までご相談ください。

　福祉課生活保護係

　☎０９５４（６３）２１１６

相談窓口

生活保護制度について

募

　集 放課後児童クラブ支援員を募集します

契約日～令和４年３月 31 日
【主に小学校長期休業中、小学校代休日】
　７時 30 分～ 18 時 10 分の６時間程度

放課後児童クラブ支援員
（学校休業日補助）

募集区分 雇用期間 勤務時間

内　　容　市内の小学校各クラブで学童保育

応募資格　働く保護者を応援する元気な人

試験日時　後日連絡します

募集締切　６月 18 日（金）　※郵送可、必着

申込方法　市のホームページからダウンロードまたは

　　　　　福祉課に備え付けの専用履歴書に必要事項

　　　　　を記入し、提出してください。

　　　　　（ハローワークでも受付可）
　福祉課社会福祉係　☎０９５４（６３）２１１９詳しくは

時　間　給　８７０円
提　出　先　〒８４９－１３１１
　　　　　鹿島市大字高津原３５２４番地３
　　　　　ハローワーク鹿島

　　　　　または

　　　　　〒８４９－１３１２
　　　　　鹿島市大字納富分２６４３番地１
　　　　　鹿島市役所　福祉課社会福祉係

木造住宅の耐震診断を支援します木造住宅の耐震診断を支援します
対　　象　昭和56年５月31日以前に着工された木造住宅

　　　　　※借家や店舗等との併用住宅は対象外

診　断　料　一律 5,000 円（図面の有無によらず）

　都市建設課住宅係　☎０９５４（６３）３４１５詳しくは

そ　の　他　

　耐震診断を行う前に事前の相談が必要です。

　また、木造住宅以外でも耐震の診断や改修費用

の補助がありますので、まずはご相談ください。

軽減割合

７割

５割

２割

お
知
ら
せ

令和３年度から
　国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の軽減判定基準が変わります

□基礎控除額の引き上げ

４３万円

区　分 改正前（令和２年度）
３３万円

改正後（令和３年度）
基礎控除額

　税務課課税係（国民健康保険税）

　☎０９５４（６３）２１１８

　佐賀県後期高齢者医療広域連合

　☎０９５２（６４）８４７６

詳しくは

□軽減判定基準の見直し
　世帯主および世帯の被保険者全員の所得が、下表の金額を超えない場合に軽減の対象となります。　

　（所得割の軽減はありません）

４３万円

３３万円（基礎控除額）

３３万円＋（２８万５千円×被保険者数）
４３万円＋（２８万５千円×被保険者数）

＋１０万円×（給与所得者等の数－１）

３３万円＋（５２万円×被保険者数）
４３万円＋（５２万円×被保険者数）

＋１０万円×（給与所得者等の数－１）

※給与所得者等　一定の給与所得者、公的年金等の支給を受ける人

　地方税法等の改正において、給与所得控除および公的年金等控除が１０万円引き下げられるとともに、基礎

控除が１０万円引き上げられることとされました。これに伴い、令和３年度以降の国民健康保険税と後期高齢

者医療保険料について以下のとおり適用されます。

軽減判定所得基準

４３万円

＋１０万円×（給与所得者等の数－１）

※被保険者数　　

　国民健康保険：同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した人を含む。

　後期高齢者医療保険：後期高齢者医療の被保険者

改正前（令和２年度） 改正後（令和３年度）

□均等割軽減特例の見直し（後期高齢者医療保険）
　　これまで特例として均等割の軽減割合が上乗せされて

　７．７５割軽減だった人は、令和３年度から本来の７割

　軽減となります。

軽減割合

７割

５割

２割

　令和３年３月下旬から本格運用開始予定だったマイナンバーカードの保険証利

用（オンライン資格確認）が、加入者データの不備などのため延期され、令和３

年１０月までに開始することとなりました。この間はプレ運用期間となります。

　マイナンバーカードの保険証利用のための申し込みは、引き続きパソコンやス

マートフォンでできます。パソコンやスマートフォンをお持ちでない人は、市民

課で申し込みができます。

　保険健康課国保係　☎０９５４（６３）２１２０詳しくは
　マイナポータルＱＲコード

マイナンバーカードの保険証利用の延期について
お
知
ら
せ
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お
知
ら
せ

道路上に張り出した樹木の管理について

　市道などの道路上に、私有地から張り出した樹木の枝（山林からの被り木も含む）は、土地所有者の人に所有

権があるため、市でせん定や伐採ができません。土地所有者の人は、樹木を適切に管理していただきますようお

願いします。なお、せん定や伐採の作業を行う際は、安全面に十分配慮していただき、電線等が支障となる場合

は、必ず事前に最寄りの電気事業者や通信事業者などへご相談ください。

　また、道路上で作業する場合は、所定の手続き（道路占用許可等）が必要となる場合があります。

2.5m2.5m

歩道歩道 車道車道
私有地私有地 私有地私有地

建築限界の範囲

4.5m4.5m

構造物等により車両や歩行

者の交通の安全性・円滑性

に支障をきたすことを防ぐ

ため、構造物（樹木等を含む）

を設置してはならない一定

の幅、一定の高さの範囲を

建築限界として定められて

います。

車道上の高さ　４．５ｍ

歩道上の高さ　２．５ｍ

　都市建設課土木管理係　☎０９５４（６３）３４１５詳しくは

❖枯れ木や強風などによる樹木の折損等で道路通行に危険が生じた場合、緊急措置として所有者に予告なく伐採・

　除去することがあります。また、カーブミラーに樹木がかかっている場合なども交通安全上、影響する部分を

　道路管理者でせん定または伐採し、道路の交通安全確保を行いますので、ご理解をお願いします。

お
知
ら
せ

　今年度の狩猟免許試験は右の日程で行われま

す。イノシシ被害の自衛駆除のためにも免許の

取得をお勧めします。また、初心者の合格率を

高めるための予備講習も開催されますので、初

心者の人は必ず受講してください。

　イノシシによる農業被害に頭を悩ませている

人は、捕獲にチャレンジしてみませんか？

書類提出先　佐賀県猟友会鹿島支部

※書類作成に時間がかかることもありますので、

　お早めにお問い合わせください。

　佐賀県猟友会鹿島支部　藤井

　☎０９５４（６２）７７６０

詳しくは

狩猟免許試験のお知らせ
～イノシシ被害から農地の自衛をしてみませんか？～

※鹿島市では『狩猟免許取得費補助』を行って

　います

　補助金額（定額）　３０,０００円

　農林水産課農政係

　☎０９５４（６３）３４１３

詳しくは

免許種別 と　き と　こ　ろ

わな猟
７月 14 日（水）

９時 30 分～ 17 時

相知交流文化センター

（唐津市相知町）

７月 28 日（水）

９時 30 分～ 17 時 県射撃研修センター

（佐賀市大和町）あみ猟・わな猟

第一・二種銃猟

８月９日（振休）

８時 30 分～ 17 時

あみ猟・わな猟

あみ猟・わな猟

第一・二種銃猟

12 月 12 日（日）

８時 30 分～ 17 時

春日公民館（ウェルネス大和）

（佐賀市大和町）

わな猟
７月７日（水）

９時～ 15 時

相知交流文化センター

（唐津市相知町）

７月24日（土）～25日（日）

９時～ 15 時

県射撃研修センター

（佐賀市大和町）

あみ猟・わな猟

第一・二種銃猟

12 月４日（土）～５日（日）

９時～ 15 時

春日公民館（ウェルネス大和）

（佐賀市大和町）

あみ猟・わな猟

第一・二種銃猟

狩
猟
免
許
試
験

予
備
講
習

❖予備講習　受講料　7,000円　テキスト代　3,000円

　市では各種基幹統計調査に従事していただける統計調

査員を募集しています。

　従事していただいた人には報酬を支払います。

募集期間　登録制で随時受け付けています

募集要件　２０歳以上の人で以下の要件を満たす人

　　　　　◇責任を持って、調査事務を遂行できる人

　　　　　◇秘密の保護に関し信頼のおける人

　　　　　◇税務、警察および選挙に直接関係のない人

　　　　　◇暴力団員または暴力団密接関係者でない人

　　　　　◇その他、調査活動に支障のない人

募

　集 統計調査員に登録しませんか

企画財政課広報ＩＣＴ係

☎０９５４（６３）２１１４

申込・問合せ先

統計調査員の概要

任命期間　２カ月程度　※調査により異なります

仕事内容　①調査員事務説明会に出席

　　　　　②担当する調査区の範囲と調査対象の確認

　　　　　③調査対象に調査票を配布し、記入を依頼

　　　　　④調査対象を再度訪問し、調査票を回収

　　　　　⑤回収した調査票の検査・整理

　　　　　⑥調査票など調査関係書類一式を市へ提出

管理について

⦿井戸のフタの施錠や、柵を設けるなどして、周辺に

　人や動物が入らないようにしましょう。

⦿定期的に点検して、清潔にしておきましょう。

⦿新たに設置する場合は、事前に水道法の水質基準に

　準じた検査を行い、安全を確認しましょう。

水質検査について

　１年に１回、専門機関による検査を行うとともに、

日ごろから水の色、臭い、味などに気をつけて、異常

があれば必要な水質検査を行いましょう。

汚染が分かったとき

　水質検査の結果、汚染が判明したときや、人に害を

及ぼすおそれがあることを知ったときは直ちに使用を

やめ、利用者に連絡するとともに、市環境下水道課ま

たは杵藤保健福祉事務所にご相談ください。

飲み水に利用されている井戸水、湧水、沢水などの飲用井戸等は、適正な衛生管理をお願いします。

　環境下水道課環境係　☎０９５４（６３）３４１６

　杵藤保健福祉事務所　☎０９５４（２２）２１０３

詳しくは

お
知
ら
せ

飲用井戸等の衛生管理をお願いします

お
知
ら
せ

　農業委員会事務局　☎０９５４（６３）３４１７詳しくは

農業委員会からのお知らせ

■農業者年金の現況届をお忘れなく！！

　６月は、農業者年金受給者の現況届を提出する

月になっています。現況届が各家庭に届いたら、

6月末までに農業委員会へ提出してください。

■鹿島市内農地の賃借料情報

　農地法第５２条により、農地の賃貸借の目安と

して地域ごとの実勢賃借料情報を提供しています。

詳しくは、市ホームページをご覧ください。 ※なお、転用等が終わった後は、法務局での地目変更の

　手続きをお願いします
検索農地（農業委員会）

※市ホームページ内検索

次のような場合には、農業委員会で手続きが必要です。

　⦿農地を売る、貸す（裏作含む）、転用するとき

　⦿水田を畑に変更、または水田や畑を埋め立てて形を　 
　　変えるとき

　⦿相続により農地を取得したとき
　　（持参品　相続登記が確認できる書類、申請者の認印）
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お
知
ら
せ

道路上に張り出した樹木の管理について

　市道などの道路上に、私有地から張り出した樹木の枝（山林からの被り木も含む）は、土地所有者の人に所有

権があるため、市でせん定や伐採ができません。土地所有者の人は、樹木を適切に管理していただきますようお

願いします。なお、せん定や伐採の作業を行う際は、安全面に十分配慮していただき、電線等が支障となる場合

は、必ず事前に最寄りの電気事業者や通信事業者などへご相談ください。

　また、道路上で作業する場合は、所定の手続き（道路占用許可等）が必要となる場合があります。

2.5m2.5m

歩道歩道 車道車道
私有地私有地 私有地私有地

建築限界の範囲

4.5m4.5m

構造物等により車両や歩行

者の交通の安全性・円滑性

に支障をきたすことを防ぐ

ため、構造物（樹木等を含む）

を設置してはならない一定

の幅、一定の高さの範囲を

建築限界として定められて

います。

車道上の高さ　４．５ｍ

歩道上の高さ　２．５ｍ

　都市建設課土木管理係　☎０９５４（６３）３４１５詳しくは

❖枯れ木や強風などによる樹木の折損等で道路通行に危険が生じた場合、緊急措置として所有者に予告なく伐採・

　除去することがあります。また、カーブミラーに樹木がかかっている場合なども交通安全上、影響する部分を

　道路管理者でせん定または伐採し、道路の交通安全確保を行いますので、ご理解をお願いします。

お
知
ら
せ

　今年度の狩猟免許試験は右の日程で行われま

す。イノシシ被害の自衛駆除のためにも免許の

取得をお勧めします。また、初心者の合格率を

高めるための予備講習も開催されますので、初

心者の人は必ず受講してください。

　イノシシによる農業被害に頭を悩ませている

人は、捕獲にチャレンジしてみませんか？

書類提出先　佐賀県猟友会鹿島支部

※書類作成に時間がかかることもありますので、

　お早めにお問い合わせください。

　佐賀県猟友会鹿島支部　藤井

　☎０９５４（６２）７７６０

詳しくは

狩猟免許試験のお知らせ
～イノシシ被害から農地の自衛をしてみませんか？～

※鹿島市では『狩猟免許取得費補助』を行って

　います

　補助金額（定額）　３０,０００円

　農林水産課農政係

　☎０９５４（６３）３４１３

詳しくは

免許種別 と　き と　こ　ろ

わな猟
７月 14 日（水）

９時 30 分～ 17 時

相知交流文化センター

（唐津市相知町）

７月 28 日（水）

９時 30 分～ 17 時 県射撃研修センター

（佐賀市大和町）あみ猟・わな猟

第一・二種銃猟

８月９日（振休）

８時 30 分～ 17 時

あみ猟・わな猟

あみ猟・わな猟

第一・二種銃猟

12 月 12 日（日）

８時 30 分～ 17 時

春日公民館（ウェルネス大和）

（佐賀市大和町）

わな猟
７月７日（水）

９時～ 15 時

相知交流文化センター

（唐津市相知町）

７月24日（土）～25日（日）

９時～ 15 時

県射撃研修センター

（佐賀市大和町）

あみ猟・わな猟

第一・二種銃猟

12 月４日（土）～５日（日）

９時～ 15 時

春日公民館（ウェルネス大和）

（佐賀市大和町）

あみ猟・わな猟

第一・二種銃猟

狩
猟
免
許
試
験

予
備
講
習

❖予備講習　受講料　7,000円　テキスト代　3,000円

　市では各種基幹統計調査に従事していただける統計調

査員を募集しています。

　従事していただいた人には報酬を支払います。

募集期間　登録制で随時受け付けています

募集要件　２０歳以上の人で以下の要件を満たす人

　　　　　◇責任を持って、調査事務を遂行できる人

　　　　　◇秘密の保護に関し信頼のおける人

　　　　　◇税務、警察および選挙に直接関係のない人

　　　　　◇暴力団員または暴力団密接関係者でない人

　　　　　◇その他、調査活動に支障のない人

募

　集 統計調査員に登録しませんか

企画財政課広報ＩＣＴ係

☎０９５４（６３）２１１４

申込・問合せ先

統計調査員の概要

任命期間　２カ月程度　※調査により異なります

仕事内容　①調査員事務説明会に出席

　　　　　②担当する調査区の範囲と調査対象の確認

　　　　　③調査対象に調査票を配布し、記入を依頼

　　　　　④調査対象を再度訪問し、調査票を回収

　　　　　⑤回収した調査票の検査・整理

　　　　　⑥調査票など調査関係書類一式を市へ提出

管理について

⦿井戸のフタの施錠や、柵を設けるなどして、周辺に

　人や動物が入らないようにしましょう。

⦿定期的に点検して、清潔にしておきましょう。

⦿新たに設置する場合は、事前に水道法の水質基準に

　準じた検査を行い、安全を確認しましょう。

水質検査について

　１年に１回、専門機関による検査を行うとともに、

日ごろから水の色、臭い、味などに気をつけて、異常

があれば必要な水質検査を行いましょう。

汚染が分かったとき

　水質検査の結果、汚染が判明したときや、人に害を

及ぼすおそれがあることを知ったときは直ちに使用を

やめ、利用者に連絡するとともに、市環境下水道課ま

たは杵藤保健福祉事務所にご相談ください。

飲み水に利用されている井戸水、湧水、沢水などの飲用井戸等は、適正な衛生管理をお願いします。

　環境下水道課環境係　☎０９５４（６３）３４１６

　杵藤保健福祉事務所　☎０９５４（２２）２１０３

詳しくは

お
知
ら
せ

飲用井戸等の衛生管理をお願いします

お
知
ら
せ

　農業委員会事務局　☎０９５４（６３）３４１７詳しくは

農業委員会からのお知らせ

■農業者年金の現況届をお忘れなく！！

　６月は、農業者年金受給者の現況届を提出する

月になっています。現況届が各家庭に届いたら、

6月末までに農業委員会へ提出してください。

■鹿島市内農地の賃借料情報

　農地法第５２条により、農地の賃貸借の目安と

して地域ごとの実勢賃借料情報を提供しています。

詳しくは、市ホームページをご覧ください。 ※なお、転用等が終わった後は、法務局での地目変更の

　手続きをお願いします
検索農地（農業委員会）

※市ホームページ内検索

次のような場合には、農業委員会で手続きが必要です。

　⦿農地を売る、貸す（裏作含む）、転用するとき

　⦿水田を畑に変更、または水田や畑を埋め立てて形を　 
　　変えるとき

　⦿相続により農地を取得したとき
　　（持参品　相続登記が確認できる書類、申請者の認印）
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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６月

June

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

市役所
保健センター

休館日はありません

7・14・21・28 日（月）、
24 日（木）

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

1・8・15・22・29 日（火）
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）

※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）
26 日（土）
27 日（日）

植松建設　　　　　　☎（６２）３５２６
家永設備　　　　　　☎（６２）７１２９
山中鉄工　　　　　　☎（６３）３３４１
佐賀庭苑　　　　　　☎（６２）８８１６
大隈設備工業　　　　☎（６２）１３０２
マツモト　　　　　　☎（６３）１８４１
中尾建設　　　　　　☎（６２）９２５７
兼茂　　　　　　　　☎（６３）１６１６

10 日（木）

□子どもの健診

４か月児健診
（令和３年２月生まれ）

１歳６か月児健診
（令和元年11月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成29年11月生まれ）

23 日（水）

24 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）

✿おくすりノートを持っていきましょう

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

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

7・14・21・28 日（月）

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

日 在宅当番医 当番薬局
森田医院　☎（６３）３９５６6 日（日） アルナ薬局鹿島店
中村医院　☎（６３）９２３４13 日（日） オダ薬局
犬塚病院　☎（６３）２５３８20 日（日）
西岡内科クリニック　☎（６３）４０９０27 日（日） 前山薬局

アルバ薬局

5・12・19・26 日（土）、
6・13・20・27 日（日）

7・14・21・28 日（月）

1・8・15・22・29 日（火）

令和３年４月３０日現在

鹿島市
－

－ 7 人能古見

浜

－－北鹿島

－

男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

28,394

13,559

3,292

2,858

2,707

3,344

2,634

13,420

14,974

10,852

5,484

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

2 人 13 世帯

16 人 14 世帯

1,142 世帯 4 世帯

1,023 世帯

1,244 世帯

1,015 世帯

944 世帯

2 人

3 人

12 人

4 人

1 人

3 人

1 世帯

1 世帯

3 世帯

0 世帯

－

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　https://www.city.saga-kashima.lg.jp

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
福田医院　　　　　☎０９５４（４３）０５５０
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

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

□子育て・相談・教室 場所：保健センター（エイブル１階）

母子健康手帳交付 ２・９・16・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　※持参品：バスタオル等
対　象　令和 3 年４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　※持参品：母子手帳、バスタオル

離乳食教室（前期） １日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導　※持参品：母子手帳、バスタオル
対　象　5・6 か月児の保護者（要予約）

幼児食教室 15 日（火） 10時～10時30分
内　容　おやつ作り、個別相談、歯科指導
対　象　1 歳 6 か月～就学前の児と保護者（要予約）

成人健康相談 ２日（水） ９時30分～10時30分
内　容　血圧測定、身体測定、検尿、健康相談
対　象　成人

２歳児フッ化物塗布 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
対　象　令和元年６月生まれ（希望者のみ）

※状況により延期する場合があります

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

□マタニティサロン
　妊婦さんの悩みを相談できます。
と　き　７月 17 日（土）
　　　　13 時 30 分～ 15 時
❖利用料不要（要予約）

□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、手遊び、ふれあい

あそび、おはなしを通して、子育て交流

をする楽しい時間です。

　初めての人もお気軽にどうぞ。

開　催　６月 12 日（土）10 時 15 分～ 11 時

　　　　　『パパと遊ぼう！』

　　　　　　　（ママも大歓迎で～す）

　　　　６月 16 日（水）11 時～ 11 時 45 分

場　所　かたらい４階多目的室

対　象　５か月～就学前児と保護者

❖利用料不要（要予約：６組まで）

※詳しくは facebook をご覧ください
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

10 日（木）
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『新型コロナウイルスワクチン接種』について

■ワクチンの副反応に関すること、有効性　など■ワクチンの副反応に関すること、有効性　など

☎０９５４（６９）１１０５

　［時間８時 30 分～ 17 時］土・日・祝日含む
佐賀県コールセンター

■接種券に関すること、その他問い合わせ　など■接種券に関すること、その他問い合わせ　など

☎０９５４（６８）０００２

　［時間８時 30 分～ 17 時 15 分］平日のみ

鹿島市保健センター

（新型コロナウイルスワクチン専用）

■集団接種の予約、予約に関する問い合わせ　など■集団接種の予約、予約に関する問い合わせ　など

☎０１２０（９４７）６９４

　［時間９時 30 分～ 17 時］土・日・祝日含む

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

　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

　　　　　◆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３年度分の国民健康保険税および後期高齢者医療保険料

　　　　　※ただし、令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間に納期限を設定されているもの

減免割合　◇主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合　⇨　全額免除

　　　　　◇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）の減少が見込まれる場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇨　全額～１０分の２（前年の合計所得金額等により異なります）

　　　　　

　税務課課税係

　☎０９５４（６３）２１１８

　保険健康課国保係（後期保険料）

　☎０９５４（６３）２１２０

詳しくは

❖手続きには申請が必要です

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免について

　杵藤地区介護保険事務所　☎０９５４（６９）８２２３　https://www.kitou-web.jp/kaigo/

　市保険健康課長寿社会係　☎０９５４（６３）２１２０

詳しくは

　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減免が受けられます。

対　象　者　第１号被保険者（65歳以上の人）

減免事由　◆第１号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合

　　　　　◆第１号被保険者の属する世帯の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場合

　　　　　　【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

　　　　　　　　　・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３年度分の介護保険料

　　　　　※ただし、令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間に納期限を設定されているもの

提出書類　■介護保険料減免申請書　■収入（見込）申告書

介護保険料の減免について

　人権・同和対策課　☎０９５４（６３）２１２６詳しくは

　新型コロナウイルス感染症が、いまだ終息していない中で、市民の皆さまにおかれては、今後のことに見通しが

立たないため大変不安な日々をお過ごしのことと思います。

　全国では、感染された人の個人情報を詮索したり、その家族・関係者、医療従事者を避けようとしたり、差別す

るような心無い言動について報道されています。誰もが新型コロナウイルスに感染する恐れがあります。感染され

た人やその家族、医療従事者などの不安や心細さに思いを寄せ、差別や偏見・いじめ等心無い言動は絶対に行わな

いようにしていただき、思いやりを持って接していただきますようお願いします。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆人権の配慮について◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

現在、新型コロナウイルスワクチンの接種券を６５歳以上の人に発送し、順次接種が始まっています。

集団接種の日程が決定しましたので、お知らせします集団接種の日程が決定しましたので、お知らせします

７日、９日、11 日、14 日、15 日、18 日、

22 日、23 日、24 日、28 日、30 日
６月

２日、５日、６日、９日、13 日、14 日、

15 日、19 日、21 日、26 日、27 日、30 日
７月

❖６４歳以下の人の接種券は現在準備中です。ワクチンの供給状況により、市民の皆さんには接種券の配

　布、接種の開始をお待ちいただく可能性がありますが、接種を希望されるすべての人が接種できるよう

　にワクチンは順次供給されますので、安心してお待ちください。

❖何らかの病気で治療中の人や、体調など不安がある人、過去にアナフィラキシーショックを起こしたこ

　とがある人は、かかりつけ医とご相談の上、ワクチン接種を受けるかどうかお考えください。

❖接種券の再発行には時間がかかります。お手元に届きましたら、接種当日までなくさないよう大切に保

　管してください。

杵藤地区新型コロナワクチン

コールセンター

■集団接種当日の場所・受付時間

　鹿島市民体育館　12 時 30 分～ 14 時

■集団接種対象者

　65 歳以上の人（薬剤アレルギーがある人は集団接種では接種できません）

■集団接種予約方法

　杵藤地区新型コロナワクチンコールセンターへ

　電話にて予約してください。Web 予約もできます。

■接種当日に持ってくるもの

　〇接種券（接種券を忘れた場合、接種できません）

　〇記入した予診票

　〇本人確認書類（運転免許証、健康保険証、マイナンバーなど）

■接種当日の服装　　　　　

　肩を出しやすい半そで T シャツなどを着てきてください。

◎予約は①12時30分～ ②13時～ ③13時30分～の３グループに分けて受け付けます。

　会場の混雑を避けるために、必ず予約を入れた受付時間内にお越しください。

　早く来られても予約受付時間までは受付できませんのでご了承ください。

☜Web 予約は

　こちらへ



１3１４ Ｒ3（2021）.6.1　広報かしま 広報かしま　Ｒ3（2021）.6.1

『新型コロナウイルスワクチン接種』について

■ワクチンの副反応に関すること、有効性　など■ワクチンの副反応に関すること、有効性　など

☎０９５４（６９）１１０５

　［時間８時 30 分～ 17 時］土・日・祝日含む
佐賀県コールセンター

■接種券に関すること、その他問い合わせ　など■接種券に関すること、その他問い合わせ　など

☎０９５４（６８）０００２

　［時間８時 30 分～ 17 時 15 分］平日のみ

鹿島市保健センター

（新型コロナウイルスワクチン専用）

■集団接種の予約、予約に関する問い合わせ　など■集団接種の予約、予約に関する問い合わせ　など

☎０１２０（９４７）６９４

　［時間９時 30 分～ 17 時］土・日・祝日含む

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

　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

　　　　　◆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３年度分の国民健康保険税および後期高齢者医療保険料

　　　　　※ただし、令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間に納期限を設定されているもの

減免割合　◇主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合　⇨　全額免除

　　　　　◇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）の減少が見込まれる場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇨　全額～１０分の２（前年の合計所得金額等により異なります）

　　　　　

　税務課課税係

　☎０９５４（６３）２１１８

　保険健康課国保係（後期保険料）

　☎０９５４（６３）２１２０

詳しくは

❖手続きには申請が必要です

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免について

　杵藤地区介護保険事務所　☎０９５４（６９）８２２３　https://www.kitou-web.jp/kaigo/

　市保険健康課長寿社会係　☎０９５４（６３）２１２０

詳しくは

　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減免が受けられます。

対　象　者　第１号被保険者（65歳以上の人）

減免事由　◆第１号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合

　　　　　◆第１号被保険者の属する世帯の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場合

　　　　　　【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

　　　　　　　　　・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３年度分の介護保険料

　　　　　※ただし、令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間に納期限を設定されているもの

提出書類　■介護保険料減免申請書　■収入（見込）申告書

介護保険料の減免について

　人権・同和対策課　☎０９５４（６３）２１２６詳しくは

　新型コロナウイルス感染症が、いまだ終息していない中で、市民の皆さまにおかれては、今後のことに見通しが

立たないため大変不安な日々をお過ごしのことと思います。

　全国では、感染された人の個人情報を詮索したり、その家族・関係者、医療従事者を避けようとしたり、差別す

るような心無い言動について報道されています。誰もが新型コロナウイルスに感染する恐れがあります。感染され

た人やその家族、医療従事者などの不安や心細さに思いを寄せ、差別や偏見・いじめ等心無い言動は絶対に行わな

いようにしていただき、思いやりを持って接していただきますようお願いします。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆人権の配慮について◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

現在、新型コロナウイルスワクチンの接種券を６５歳以上の人に発送し、順次接種が始まっています。

集団接種の日程が決定しましたので、お知らせします集団接種の日程が決定しましたので、お知らせします

７日、９日、11 日、14 日、15 日、18 日、

22 日、23 日、24 日、28 日、30 日
６月

２日、５日、６日、９日、13 日、14 日、

15 日、19 日、21 日、26 日、27 日、30 日
７月

❖６４歳以下の人の接種券は現在準備中です。ワクチンの供給状況により、市民の皆さんには接種券の配

　布、接種の開始をお待ちいただく可能性がありますが、接種を希望されるすべての人が接種できるよう

　にワクチンは順次供給されますので、安心してお待ちください。

❖何らかの病気で治療中の人や、体調など不安がある人、過去にアナフィラキシーショックを起こしたこ

　とがある人は、かかりつけ医とご相談の上、ワクチン接種を受けるかどうかお考えください。

❖接種券の再発行には時間がかかります。お手元に届きましたら、接種当日までなくさないよう大切に保

　管してください。

杵藤地区新型コロナワクチン

コールセンター

■集団接種当日の場所・受付時間

　鹿島市民体育館　12 時 30 分～ 14 時

■集団接種対象者

　65 歳以上の人（薬剤アレルギーがある人は集団接種では接種できません）

■集団接種予約方法

　杵藤地区新型コロナワクチンコールセンターへ

　電話にて予約してください。Web 予約もできます。

■接種当日に持ってくるもの

　〇接種券（接種券を忘れた場合、接種できません）

　〇記入した予診票

　〇本人確認書類（運転免許証、健康保険証、マイナンバーなど）

■接種当日の服装　　　　　

　肩を出しやすい半そで T シャツなどを着てきてください。

◎予約は①12時30分～ ②13時～ ③13時30分～の３グループに分けて受け付けます。

　会場の混雑を避けるために、必ず予約を入れた受付時間内にお越しください。

　早く来られても予約受付時間までは受付できませんのでご了承ください。

☜Web 予約は

　こちらへ
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『新型コロナウイルスワクチン接種』について

■ワクチンの副反応に関すること、有効性　など■ワクチンの副反応に関すること、有効性　など

☎０９５４（６９）１１０５

　［時間８時 30 分～ 17 時］土・日・祝日含む
佐賀県コールセンター

■接種券に関すること、その他問い合わせ　など■接種券に関すること、その他問い合わせ　など

☎０９５４（６８）０００２

　［時間８時 30 分～ 17 時 15 分］平日のみ

鹿島市保健センター

（新型コロナウイルスワクチン専用）

■集団接種の予約、予約に関する問い合わせ　など■集団接種の予約、予約に関する問い合わせ　など

☎０１２０（９４７）６９４

　［時間９時 30 分～ 17 時］土・日・祝日含む

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

　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

　　　　　◆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３年度分の国民健康保険税および後期高齢者医療保険料

　　　　　※ただし、令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間に納期限を設定されているもの

減免割合　◇主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合　⇨　全額免除

　　　　　◇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）の減少が見込まれる場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇨　全額～１０分の２（前年の合計所得金額等により異なります）

　　　　　

　税務課課税係

　☎０９５４（６３）２１１８

　保険健康課国保係（後期保険料）

　☎０９５４（６３）２１２０

詳しくは

❖手続きには申請が必要です

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免について

　杵藤地区介護保険事務所　☎０９５４（６９）８２２３　https://www.kitou-web.jp/kaigo/

　市保険健康課長寿社会係　☎０９５４（６３）２１２０

詳しくは

　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減免が受けられます。

対　象　者　第１号被保険者（65歳以上の人）

減免事由　◆第１号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合

　　　　　◆第１号被保険者の属する世帯の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場合

　　　　　　【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

　　　　　　　　　・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３年度分の介護保険料

　　　　　※ただし、令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間に納期限を設定されているもの

提出書類　■介護保険料減免申請書　■収入（見込）申告書

介護保険料の減免について

　人権・同和対策課　☎０９５４（６３）２１２６詳しくは

　新型コロナウイルス感染症が、いまだ終息していない中で、市民の皆さまにおかれては、今後のことに見通しが

立たないため大変不安な日々をお過ごしのことと思います。

　全国では、感染された人の個人情報を詮索したり、その家族・関係者、医療従事者を避けようとしたり、差別す

るような心無い言動について報道されています。誰もが新型コロナウイルスに感染する恐れがあります。感染され

た人やその家族、医療従事者などの不安や心細さに思いを寄せ、差別や偏見・いじめ等心無い言動は絶対に行わな

いようにしていただき、思いやりを持って接していただきますようお願いします。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆人権の配慮について◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

現在、新型コロナウイルスワクチンの接種券を６５歳以上の人に発送し、順次接種が始まっています。

集団接種の日程が決定しましたので、お知らせします集団接種の日程が決定しましたので、お知らせします

７日、９日、11 日、14 日、15 日、18 日、

22 日、23 日、24 日、28 日、30 日
６月

２日、５日、６日、９日、13 日、14 日、

15 日、19 日、21 日、26 日、27 日、30 日
７月

❖６４歳以下の人の接種券は現在準備中です。ワクチンの供給状況により、市民の皆さんには接種券の配

　布、接種の開始をお待ちいただく可能性がありますが、接種を希望されるすべての人が接種できるよう

　にワクチンは順次供給されますので、安心してお待ちください。

❖何らかの病気で治療中の人や、体調など不安がある人、過去にアナフィラキシーショックを起こしたこ

　とがある人は、かかりつけ医とご相談の上、ワクチン接種を受けるかどうかお考えください。

❖接種券の再発行には時間がかかります。お手元に届きましたら、接種当日までなくさないよう大切に保

　管してください。

杵藤地区新型コロナワクチン

コールセンター

■集団接種当日の場所・受付時間

　鹿島市民体育館　12 時 30 分～ 14 時

■集団接種対象者

　65 歳以上の人（薬剤アレルギーがある人は集団接種では接種できません）

■集団接種予約方法

　杵藤地区新型コロナワクチンコールセンターへ

　電話にて予約してください。Web 予約もできます。

■接種当日に持ってくるもの

　〇接種券（接種券を忘れた場合、接種できません）

　〇記入した予診票

　〇本人確認書類（運転免許証、健康保険証、マイナンバーなど）

■接種当日の服装　　　　　

　肩を出しやすい半そで T シャツなどを着てきてください。

◎予約は①12時30分～ ②13時～ ③13時30分～の３グループに分けて受け付けます。

　会場の混雑を避けるために、必ず予約を入れた受付時間内にお越しください。

　早く来られても予約受付時間までは受付できませんのでご了承ください。

☜Web 予約は

　こちらへ
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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６月

June

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

市役所
保健センター

休館日はありません

7・14・21・28 日（月）、
24 日（木）

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

1・8・15・22・29 日（火）
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）

※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）
26 日（土）
27 日（日）

植松建設　　　　　　☎（６２）３５２６
家永設備　　　　　　☎（６２）７１２９
山中鉄工　　　　　　☎（６３）３３４１
佐賀庭苑　　　　　　☎（６２）８８１６
大隈設備工業　　　　☎（６２）１３０２
マツモト　　　　　　☎（６３）１８４１
中尾建設　　　　　　☎（６２）９２５７
兼茂　　　　　　　　☎（６３）１６１６

10 日（木）

□子どもの健診

４か月児健診
（令和３年２月生まれ）

１歳６か月児健診
（令和元年11月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成29年11月生まれ）

23 日（水）

24 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）

✿おくすりノートを持っていきましょう

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

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

7・14・21・28 日（月）

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

日 在宅当番医 当番薬局
森田医院　☎（６３）３９５６6 日（日） アルナ薬局鹿島店
中村医院　☎（６３）９２３４13 日（日） オダ薬局
犬塚病院　☎（６３）２５３８20 日（日）
西岡内科クリニック　☎（６３）４０９０27 日（日） 前山薬局

アルバ薬局

5・12・19・26 日（土）、
6・13・20・27 日（日）

7・14・21・28 日（月）

1・8・15・22・29 日（火）

令和３年４月３０日現在

鹿島市
－

－ 7 人能古見

浜

－－北鹿島

－

男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

28,394

13,559

3,292

2,858

2,707

3,344

2,634

13,420

14,974

10,852

5,484

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

2 人 13 世帯

16 人 14 世帯

1,142 世帯 4 世帯

1,023 世帯

1,244 世帯

1,015 世帯

944 世帯

2 人

3 人

12 人

4 人

1 人

3 人

1 世帯

1 世帯

3 世帯

0 世帯

－

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　https://www.city.saga-kashima.lg.jp

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
福田医院　　　　　☎０９５４（４３）０５５０
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

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

□子育て・相談・教室 場所：保健センター（エイブル１階）

母子健康手帳交付 ２・９・16・23・30 日（水） 10時～10時30分
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文化・スポーツの結果こんなときこのひとこと・人権の輪

今月のキーフレーズ

“break a leg”

この表現は、「成功を祈る、うまくいくように」という意味で使われます。

No.186

スティーブン先生

☆Filipino Words☆
（フィリピンの言葉）

　ビンティ　　　　　　　　　　　シラ　　　　　　　　　　　　　ガリーン

Binti：足　　　Sira：壊す　　　Goling：凄い

I’m going to participate in the dance 
competition.
Oh,really?! You’ll be amazing! Break a leg!

（キャサリン）

（ジェイスン）

ダンスの大会に出場するの。

本当？！君すごいね！成功を祈るよ！

Catherine:

Jason:

Tommy:

Kimberly:

I’m so nervous. I’m afraid to make a 
mistake on stage.
It’s okay you’ll be fine! Anyway, break a leg!

（トミー）

（キンバリー）

僕すごく緊張してるよ。舞台で失敗

するんじゃないかな・・。

きっと大丈夫だよ！成功を祈るよ！

学 校 だ よ り

鹿島高校

No.289

～新設鹿島高校４期生入学～

　４月８日に本校体育館で第４回入

学式を挙行しました。普通科、商業科、

食品調理科の計２１３人が志を新た

に入学しました。

　式辞の中で梶原裕隆校長は「挨拶

をしっかりできるようになってくだ

さい。また、志を立て、自ら学び、

考え、主体的に行動してくださ

い。」と激励しました。新入生代表

の堤日菜実さんが、「今日から鹿島

高校生として誠実な心を持ち、仲間

と協力し合いながら、自分で決めた

道を自分の足で歩んでいけるよう、

精いっぱい努力します。」と誓いの

言葉を述べました。

　式後に、各教室で初めてのホーム

ルーム活動が学級担任によって行わ

れ、新入生たちは緊張した面持ちで

話に耳を傾けていました。

　午後に実施された部活動紹介では、

各部活動の工夫を凝らしたＰＲに新

入生たちは少し緊張がほぐれた様子

で、楽しみながら先輩たちのパ

フォーマンスに見入っていました。

　本校は開校４年目を迎えました。

新入生とともに地域に愛され、信頼

される魅力ある学校を創っていきた

いと考えています。

ご存じですか？『ＬＧＢＴＱ』　VOL.１
～固定概念を見つめる時～

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

　アメリカのあるソーシャルネッ
トワークサービス会社の入会受付
の性別欄は、５８種類もあるそう
です。その会社のコメント欄に「ト
ランスジェンダーの方々や男女と
いう性別に当てはまらない方々が、
自分のありのままのアイデンティ
ティを表現することを応援してい
ます。」と書いてあります。
ほかの企業やサービス事業でも、

『男性 女性 その他』の３項目は
常識となっています。
　科学（医学、心理学、精神学など）
の急激な発達により人の性自認や
性志向がさまざまあることが分
かってきました。『この世は男か

女』という考えは、今では古いと
いうより無知あるいは勉強不足と
いう評価です。
　ＬＧＢＴＱとは、Ｌ（レズビアン、
女性同性愛者）、Ｇ（ゲイ、男性同
性 愛 者）、Ｂ（バ イ セ ク シ ュ ア ル、
両 性 愛 者）、Ｔ（ト ラ ン ス ジ ェ ン
ダー、性別越境者）、Ｑ（クエスチョ
ニング（性自認が決まっていない）
の単語の頭文字をとったセクシャ
ル・マイノリティ（性的少数者）
の総称の一つです。ある調査会社
の調査で、日本でも人口の７.８％
存在するといわれています。また、
この５つのカテゴリーではくくれ
ない方々もいて『ＬＧＢＴｓ』と

か『ＳＯＧＩＥ』と表現する人も
います。
　大切なことは、これらの人々が、
少数者ということもあり、世間に
認められず（というより許されず）
に差別を受けてきたということで
す。差別を受けなくても劣等感を
抱き、心を閉じ、我慢し、ひた隠
しにして生きてきた歴史がありま
す。３０％の人が自死を考えたと
のアンケート結果もあります。
　日本もやっとこの問題が明らか
になってきました。しかし性的少
数者の多くがまだカミングアウト

（公表、公言）できないと考えて
います。すべての人が自分らしく
生活し、幸せを追求できる権利を
持っています。多様性を認める優
しく温かい人々に囲まれた時、初
めて彼らは自分らしく生きる喜び
を感じるのでしょう。

令和２年度小中学校『人権標語』特選・準特選の作品を紹介します

ゆうきだし　「いっしょにあそぼう」　こえかける　大村　柚希　（鹿島小１年）
気づこうよ　言葉にできない　「ＳＯＳ」　　　　　山口　藍来　（東部中３年）

※学年は令和２年度人権標語
紹　介
人権標語
紹　介

　
❖第46回佐賀県観桜少年サッカー大会

　優勝　ＦＣレヴォーナＪｒ

❖第34回観桜中学生女子ソフトボール大会

　優勝　東部中学校

❖四地区対抗鹿島観桜テニス大会

　優勝　鹿島市チーム

❖鹿島市観桜卓球大会

　【団体】　優勝　鹿島クラブＢ　　２位　鹿島クラブＡ

　【シングルス】　優勝　栗 千里　　２位　小柳 有子

❖第66回鹿島観桜弓道大会

　【高校女子】　優勝　山口　舞花（鹿島高）

　　　　　　　２位　筒井　彩音（鹿島高）

　【高校男子】　２位　森脇　大純（鹿島高）

　【一般女子】　２位　谷口　亜紀子

❖第37回鹿島市観桜学童軟式野球大会

　２位　北鹿島少年野球

❖観桜福祉囲碁大会

　【Ａパート】　優勝　田﨑　重文　　２位　桑原　允彦

　【Ｂパート】　優勝　樋渡　茂　　　２位　深川　靖博

❖観桜ゲートボール大会

　優勝　よせあつめ　　２位　常広Ａ　　

❖さくらまつり少年剣道大会

　【団体】小学生の部　優勝　臥龍徳心館　２位　誠武館　

　　　　中学生の部　優勝　東部中学校　２位　西部中学校

　【個人】

　小学３年生以下　優勝　江口　真央（臥徳館）  ２位　中島　あずみ（臥徳館）

　小学４年生　  優勝　黒木　翔空（臥徳館）  ２位　馬場　健（三道会）

　小学５年生　  優勝　小川　琉毅斗（臥徳館）  ２位　江口　拓光（臥徳館）

　小学６年生　  優勝　松本　龍磨（臥徳館）  ２位　天野　春馬（臥徳館）

　中学１年生　  優勝　野中　龍臥（臥徳館）  ２位　吉村　かのん（臥徳館）

　中学男子２・３年生  優勝　橋爪　蒼（西部中）     ２位　橋爪　悠（西部中）

　中学女子２・３年生  優勝　松本　結愛（東部中）  ２位　天野　美姫（東部中）

桜まつり関連行事の大会結果をお知らせします桜まつり関連行事の大会結果をお知らせします ３月上旬～４月中旬開催

文化・スポーツの結果文化・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！　※学年の表記は大会開催日時点です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

◇西日本新聞ヤング川柳

　　二席　浜松 雛愛（鹿島小６年）

　　《作品》　口の中 プリンだったら うちゅうだよ

◇第 31 回佐賀県中学生バレーボール男女選手権大会

　開　催　日　４月 25 日（思斉中学校体育館）

　　３位　西部中学校女子バレーボール部

◇第 64 回全国高等学校選抜レスリング大会

　開　催　日　３月24～26日（新潟市東総合スポーツセンター）

　【個人対抗戦 51kg 級】　優勝　白川 剣斗（鳥栖工業高１年）

◇第 26 回 YONEX COP 九州中学校ソフトテニス研修大会

　　　　　女子エフレーザートーナメント

　開　催　日　３月 28 日（鹿島市北公園テニスコート）

　　２位　西部中学校女子ソフトテニス部

❖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 　生涯学習課スポーツ係　☎０９５４（６３）２１２５詳しくは
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　優勝　よせあつめ　　２位　常広Ａ　　

❖さくらまつり少年剣道大会

　【団体】小学生の部　優勝　臥龍徳心館　２位　誠武館　

　　　　中学生の部　優勝　東部中学校　２位　西部中学校

　【個人】

　小学３年生以下　優勝　江口　真央（臥徳館）  ２位　中島　あずみ（臥徳館）

　小学４年生　  優勝　黒木　翔空（臥徳館）  ２位　馬場　健（三道会）

　小学５年生　  優勝　小川　琉毅斗（臥徳館）  ２位　江口　拓光（臥徳館）

　小学６年生　  優勝　松本　龍磨（臥徳館）  ２位　天野　春馬（臥徳館）

　中学１年生　  優勝　野中　龍臥（臥徳館）  ２位　吉村　かのん（臥徳館）

　中学男子２・３年生  優勝　橋爪　蒼（西部中）     ２位　橋爪　悠（西部中）

　中学女子２・３年生  優勝　松本　結愛（東部中）  ２位　天野　美姫（東部中）

桜まつり関連行事の大会結果をお知らせします桜まつり関連行事の大会結果をお知らせします ３月上旬～４月中旬開催

文化・スポーツの結果文化・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！　※学年の表記は大会開催日時点です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

◇西日本新聞ヤング川柳

　　二席　浜松 雛愛（鹿島小６年）

　　《作品》　口の中 プリンだったら うちゅうだよ

◇第 31 回佐賀県中学生バレーボール男女選手権大会

　開　催　日　４月 25 日（思斉中学校体育館）

　　３位　西部中学校女子バレーボール部

◇第 64 回全国高等学校選抜レスリング大会

　開　催　日　３月24～26日（新潟市東総合スポーツセンター）

　【個人対抗戦 51kg 級】　優勝　白川 剣斗（鳥栖工業高１年）

◇第 26 回 YONEX COP 九州中学校ソフトテニス研修大会

　　　　　女子エフレーザートーナメント

　開　催　日　３月 28 日（鹿島市北公園テニスコート）

　　２位　西部中学校女子ソフトテニス部

❖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 　生涯学習課スポーツ係　☎０９５４（６３）２１２５詳しくは
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みんなのあんしん介護保険 エイブルからのお知らせなど

 第８期介護保険料が決まりました 第８期介護保険料が決まりました
　第８期事業計画（令和３年度から令和５年度）の中で、介護サービスのご利用額を推計し第８

期の第１号被保険者（６５歳以上の人）の介護保険料が決まりました。

第８期介護保険料段階別年額表     　※基準額：5,986 円（月額）　71,832 円（年額）

■介護保険料の減免制度について
　第１号被保険者（６５歳以上の人）や、その被保険者が属する世帯の生計を主として維持する者に対して、下記

のような場合に減免の対象となります。

《災害等による減免》
　・震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき

　・死亡またはその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき

　・事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により収入が著しく減少したとき

　・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき

　・低所得のため、生活困窮であるとき

❖令和３年度の介護保険料額納入通知書は、普通徴収（納付書払い）は６月中旬、特別徴収（年金天引き）
　は７月中旬に郵送します。

　杵藤地区介護保険事務所　☎０９５４（６９）８２２３　https://www.kitou-web.jp/kaigo/

　市保険健康課長寿社会係　☎０９５４（６３）２１２０

詳しくは

第１段階

◆生活保護の受給者
◆老齢福祉年金受給者で、本人と世帯全員が住民税非課税の人
◆本人も世帯員も住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額＋
　その他の合計所得金額が８０万円以下の人

0.30 21,552 円

第２段階
本人の前年の課税年金収入額＋その他の合計所得
金額が８０万円を超え、１２０万円以下の人本人も世帯員も

住民税非課税の場合

0.50 35,916 円

第３段階
本人の前年の課税年金収入額＋その他の合計所得
金額が１２０万円を超える人

0.70 50,292 円

段　階 段　階　対　象　者 保険料率 保険料（年額）
［基準額 × 割合］

第４段階
本人の前年の課税年金収入額＋その他の合計所得
金額が８０万円以下の人本人は住民税非課税、

世帯内に住民税課税
の人がいる場合

0.90 64,656 円

第５段階
本人の前年の課税年金収入額＋その他の合計所得
金額が８０万円を超える人

基準額
71,832 円

（基準月額 5,986円）

第６段階
本人の前年の合計所得金金額が
１２０万円未満の人

本人が住民税課税の
場合

1.20 86,208 円

第７段階
本人の前年の合計所得金金額が
１２０万円以上２１０万円未満の人

1.35 96,984 円

第８段階
本人の前年の合計所得金金額が
２１０万円以上３２０万円未満の人

1.60 114,936 円

第９段階
本人の前年の合計所得金金額が
３２０万円以上の人

1.85 132,900 円

⦿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
https://kashima-able.com/

詳しくは

に行ってみよう

市民図書館　☎０９５４（６３）４３４３詳しくは

□寄付金で購入しました

　市民の方からの寄付金で、ブックトラック２台、検温機能付き手指消毒

器２台、掲示板付きホワイトボード 1 台、絵本１冊を購入しました。大切

に使わせていただきます。

□『雑誌と本の無料配布』を行います

　平成３１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。

　日時・場所　６月 26 日（土）～７月２日（金）※休館日を除く

　　　　　　　◇26 日（土）・27 日（日）９時 30 分～ 16 時 30 分　エイブルホール

　　　　　　　◇29 日（火）～７月２日（金）９時 30 分～ 19 時　図書館内

　配付冊数　　雑誌 20 冊、本 無制限／１人　※27 日（日）から雑誌も無制限

　・26 日（土）の配布は、15 人ずつ（25 分間）区切って行います。

　　また、26 日（土）の入場には事前配布の整理券が必要です。

　　整理券配布開始　と　き　６月 20 日（日）9 時 30 分～　

　　　　　　　　　　ところ　エイブル２階交流プラザ

市　民
図書館 図書館からのお知らせ

　鹿島錦は江戸末期、鹿島第9代藩

主の夫人　篤子（柏岡の方）が天井

の網代文様を見て、この文様で日用

品を作れないかと近習に相談して考

案したのが始まりと言われています。

　昭和４３年、鹿島市教育委員会は

鹿島錦の継承を目的に教室を開講し

ました。当初からの受講者、　口ヨ

シノさんが中心となって鹿島錦保存

会の活動は活発になり、手織りの高

度で緻密な技術が現代にも受け継が

れています。

　その鹿島錦保存会会員の作品を展

示中です。どうぞご覧ください。

 【展示期間】～６月30日（水）

❖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。

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

定員 開講期間講　座　名 講　師
会
員
対
象

20 人
６月４日～ 11 月 12 日
［金曜日全 12 回］

14 時～ 15 時

歩く脳トレ
　スクエアステップ教室

山口　利恵さん
（スクエアステップ指導員）

公
開
講
座

30 人 ６月６日（日）
10 時～ 11 時 30 分

赤十字防災セミナー
　災害からいのちを守る 
　　　～事前の準備が９割～

佐藤　洋平さん
（日本赤十字社佐賀県支部）

16 人 ７月 18 日（日）
10 時～ 12 時

夏野菜ですぐベジプレート
松尾　久美子さん

（野菜ソムリエプロ）

❖新型コロナウイルス感染状況により変更、延期または中止する場合があります。

エイブル祭り
プレイベント

　何がホントで何がウソなのか。本人さえもわからない!? 狸女たちの最期の

化かし合い。シェアハウス型ホスピスを舞台にした、痛快！ホームコメディ!

作・演出：田村 孝裕　出演：柴田 理恵、岡本 麗 ほか

　と　　き　7 月 4 日（日）　14 時開演　

　と　こ　ろ　エイブルホール 【全席指定】

　料　　金　大人 4,000 円

　( 発売中 )　高校生以下 2,000 円

　※会員各 1,000 円引き、当日各 500 円増し

 ※消費税率の引き上げによる低所得者への保険料について、保険料率を第１段階は０．５から０．３に、第２段階は０．７５から

　０．５に、第３段階は０．７５から０．７にそれぞれ軽減しています。

床の間
コーナー

鹿島錦展
～その歴史と伝承～

ところ 受講料

500 円／１回

無　料

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

エイブル３階
研修室

エイブル３階
研修室

　６月２０日に開催を予定していた映画『ゆうやけ子ども

クラブ』鹿島上映会は、新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、延期いたします。

　日程は未定ですが、詳細が決まり次第お知らせします。

　現在お持ちのチケットは、そのままお持ちください。

第４回えいぶる事業
映画『ゆうやけ子どもクラブ』鹿島上映会

延期のお知らせ

第５回えいぶる事業 演劇公演『狸の里帰り』
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みんなのあんしん介護保険 エイブルからのお知らせなど

 第８期介護保険料が決まりました 第８期介護保険料が決まりました
　第８期事業計画（令和３年度から令和５年度）の中で、介護サービスのご利用額を推計し第８

期の第１号被保険者（６５歳以上の人）の介護保険料が決まりました。

第８期介護保険料段階別年額表     　※基準額：5,986 円（月額）　71,832 円（年額）

■介護保険料の減免制度について
　第１号被保険者（６５歳以上の人）や、その被保険者が属する世帯の生計を主として維持する者に対して、下記

のような場合に減免の対象となります。

《災害等による減免》
　・震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき

　・死亡またはその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき

　・事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により収入が著しく減少したとき

　・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき

　・低所得のため、生活困窮であるとき

❖令和３年度の介護保険料額納入通知書は、普通徴収（納付書払い）は６月中旬、特別徴収（年金天引き）
　は７月中旬に郵送します。

　杵藤地区介護保険事務所　☎０９５４（６９）８２２３　https://www.kitou-web.jp/kaigo/

　市保険健康課長寿社会係　☎０９５４（６３）２１２０

詳しくは

第１段階

◆生活保護の受給者
◆老齢福祉年金受給者で、本人と世帯全員が住民税非課税の人
◆本人も世帯員も住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額＋
　その他の合計所得金額が８０万円以下の人

0.30 21,552 円

第２段階
本人の前年の課税年金収入額＋その他の合計所得
金額が８０万円を超え、１２０万円以下の人本人も世帯員も

住民税非課税の場合

0.50 35,916 円

第３段階
本人の前年の課税年金収入額＋その他の合計所得
金額が１２０万円を超える人

0.70 50,292 円

段　階 段　階　対　象　者 保険料率 保険料（年額）
［基準額 × 割合］

第４段階
本人の前年の課税年金収入額＋その他の合計所得
金額が８０万円以下の人本人は住民税非課税、

世帯内に住民税課税
の人がいる場合

0.90 64,656 円

第５段階
本人の前年の課税年金収入額＋その他の合計所得
金額が８０万円を超える人

基準額
71,832 円

（基準月額 5,986円）

第６段階
本人の前年の合計所得金金額が
１２０万円未満の人

本人が住民税課税の
場合

1.20 86,208 円

第７段階
本人の前年の合計所得金金額が
１２０万円以上２１０万円未満の人

1.35 96,984 円

第８段階
本人の前年の合計所得金金額が
２１０万円以上３２０万円未満の人

1.60 114,936 円

第９段階
本人の前年の合計所得金金額が
３２０万円以上の人

1.85 132,900 円

⦿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
https://kashima-able.com/

詳しくは

に行ってみよう

市民図書館　☎０９５４（６３）４３４３詳しくは

□寄付金で購入しました

　市民の方からの寄付金で、ブックトラック２台、検温機能付き手指消毒

器２台、掲示板付きホワイトボード 1 台、絵本１冊を購入しました。大切

に使わせていただきます。

□『雑誌と本の無料配布』を行います

　平成３１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。

　日時・場所　６月 26 日（土）～７月２日（金）※休館日を除く

　　　　　　　◇26 日（土）・27 日（日）９時 30 分～ 16 時 30 分　エイブルホール

　　　　　　　◇29 日（火）～７月２日（金）９時 30 分～ 19 時　図書館内

　配付冊数　　雑誌 20 冊、本 無制限／１人　※27 日（日）から雑誌も無制限

　・26 日（土）の配布は、15 人ずつ（25 分間）区切って行います。

　　また、26 日（土）の入場には事前配布の整理券が必要です。

　　整理券配布開始　と　き　６月 20 日（日）9 時 30 分～　

　　　　　　　　　　ところ　エイブル２階交流プラザ

市　民
図書館 図書館からのお知らせ

　鹿島錦は江戸末期、鹿島第9代藩

主の夫人　篤子（柏岡の方）が天井

の網代文様を見て、この文様で日用

品を作れないかと近習に相談して考

案したのが始まりと言われています。

　昭和４３年、鹿島市教育委員会は

鹿島錦の継承を目的に教室を開講し

ました。当初からの受講者、　口ヨ

シノさんが中心となって鹿島錦保存

会の活動は活発になり、手織りの高

度で緻密な技術が現代にも受け継が

れています。

　その鹿島錦保存会会員の作品を展

示中です。どうぞご覧ください。

 【展示期間】～６月30日（水）

❖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。

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

定員 開講期間講　座　名 講　師
会
員
対
象

20 人
６月４日～ 11 月 12 日
［金曜日全 12 回］

14 時～ 15 時

歩く脳トレ
　スクエアステップ教室

山口　利恵さん
（スクエアステップ指導員）

公
開
講
座

30 人 ６月６日（日）
10 時～ 11 時 30 分

赤十字防災セミナー
　災害からいのちを守る 
　　　～事前の準備が９割～

佐藤　洋平さん
（日本赤十字社佐賀県支部）

16 人 ７月 18 日（日）
10 時～ 12 時

夏野菜ですぐベジプレート
松尾　久美子さん

（野菜ソムリエプロ）

❖新型コロナウイルス感染状況により変更、延期または中止する場合があります。

エイブル祭り
プレイベント

　何がホントで何がウソなのか。本人さえもわからない!? 狸女たちの最期の

化かし合い。シェアハウス型ホスピスを舞台にした、痛快！ホームコメディ!

作・演出：田村 孝裕　出演：柴田 理恵、岡本 麗 ほか

　と　　き　7 月 4 日（日）　14 時開演　

　と　こ　ろ　エイブルホール 【全席指定】

　料　　金　大人 4,000 円

　( 発売中 )　高校生以下 2,000 円

　※会員各 1,000 円引き、当日各 500 円増し

 ※消費税率の引き上げによる低所得者への保険料について、保険料率を第１段階は０．５から０．３に、第２段階は０．７５から

　０．５に、第３段階は０．７５から０．７にそれぞれ軽減しています。

床の間
コーナー

鹿島錦展
～その歴史と伝承～

ところ 受講料

500 円／１回

無　料

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

エイブル３階
研修室

エイブル３階
研修室

　６月２０日に開催を予定していた映画『ゆうやけ子ども

クラブ』鹿島上映会は、新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、延期いたします。

　日程は未定ですが、詳細が決まり次第お知らせします。

　現在お持ちのチケットは、そのままお持ちください。

第４回えいぶる事業
映画『ゆうやけ子どもクラブ』鹿島上映会

延期のお知らせ

第５回えいぶる事業 演劇公演『狸の里帰り』
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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

骨粗しょう症検診を受けましょう骨粗しょう症検診を受けましょう

　４０歳を過ぎたら骨量チェック！対象者で希望

する人はお申込みください。

対　象　者　今年度中に、40・45・50・55・60・

　　　　　65・70歳になる女性

検診日時　◆６月４日（金）　申込期限６月１日（火）まで

　　　　　◆６月 25 日（金）　申込期限６月 22 日（火）まで

　　　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分

検診場所　保健センター

料　　金　600円　※ただし、市民税非課税世帯・

　　　　　　　　　　生活保護世帯と後期高齢者医

　　　　　　　　　　療制度被保険者は無料

内　　容　腕のレントゲン撮影（10 分程度）

注　意　点　妊娠の可能性がある人は受けられません

定　　員　75 人ずつ（先着）

※状況により、延期する場合があります

６月は食育月間です６月は食育月間です
食育とは?

・生きる上での基本であって、知育、徳育およ

　び体育の基礎となるべきもの。

・さまざまな経験を通じて『食』に関する知識

　と『食』を選択する力を習得し、健全な食生

　活を実践することができる人間を育てること。

食育月間を機会に食生活の大切さを見直してみ

ましょう

・食を通じたコミュニケーション

・バランスの取れた食事

・望ましい生活リズム

・食を大切にする気持ち

・食の安全性（食に関する知識と選択力）

❖毎月１９日は国が定める『食育の日』家族み

　んなで『食』について考えてみましょう

お知らせお知らせ

歯と口の健康週間歯と口の健康週間

～咲かそうよ　笑顔の花を　歯みがきで～
　６月４日から６月１０日までは、歯と口の健

康週間です。この機会に歯や口の健康について

見直してみましょう。

◉８０歳になっても２０本の歯を保とう（8020運動）

◉一生自分の歯で食べよう

◉午後のスタート、ハミガキから

◉歯科健診を定期的に受けよう

７６歳歯科健診（歯あわせ健診）を
　　　　　　　　　受けましょう
７６歳歯科健診（歯あわせ健診）を
　　　　　　　　　受けましょう

　お口の健康は体全体の健康につながります。

　７６歳になる人を対象に歯科健診を行います。口

腔内の衛生状態や口腔機能の評価など充実した内容

の健診です。ぜひ、受診してください。

　対　象　者　昭和 20 年４月１日

 　　　　　　～昭和 21 年３月 31 日生まれの人

　健診内容　粘膜・歯・顎関節の状態

　　　　　　歯や歯周疾患の状態

　　　　　　プラークの付着状態

　　　　　　嚥下機能（飲み込み）評価　など

　※健診後、結果の説明とアドバイスがあります

　費　　用　無料（健診後に治療を行った場合は有料）

　申込方法　対象者には受診券を送付しています。

　　　　　　同封の一覧表にある歯科医院に事前の

　　　　　　電話予約が必要です。

後期高齢者医療広域連合業務課企画・保健係

☎０９５２（６４）８４７６

申込・問合せ先

５月３１日は『世界禁煙デー』５月３１日は『世界禁煙デー』

５月３１日～６月６日は『禁煙週間』です
　喫煙による健康影響には、煙が直接触れる口

や喉、肺以外にも、がん・循環器・妊娠などへ

の影響があります。また、たばこは喫煙者本人

だけでなく、たばこを吸わない周りの人の健康

にも影響を及ぼします。

　本人は喫煙しなくても身の回りのたばこの煙

を吸わされてしまうと肺がんや虚血性心疾患の

リスクが上昇、妊婦では低体重児や早産のリス

クが上昇、小児では呼吸器疾患や中耳炎、乳児

では乳幼児突然死症候群を引き起こすことが指

摘されています。皆さんも禁煙や受動喫煙の防

止にご協力ください。

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

対　象　者　①今年度中に、65・70・75・80・85・90・95・100歳になる人

　　　　　※対象者には６月上旬までにお知らせのはがきを郵送します

　　　　　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４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

けんしんけんしん 各種検診の申込は
　　６月１１日まで
各種検診の申込は
　　６月１１日まで

　５月に配布した各種検診申込調査の内容をよく

読んで記入の上、所定の場所（申込書に記載）へ

提出してください。　申込期限　６月 11 日（金）

※インターネットでも申し込みができます。詳し

　くは同封の申込み方法をご覧ください。

検診および対象者
◇胃がん検診　　40 歳以上 79 歳以下男女

◇肺がん検診　　40 歳以上男女

◇大腸がん検診　40 歳以上男女

◇子宮がん検診　20 歳以上女性

　※昨年、一昨年にＨＰＶ併用検診を受けた人は

　　対象外になる場合があります

◇乳がん検診　　40 歳以上で昨年度未受診の女性

◇前立腺がん検診　50 歳以上男性

◇肝炎ウイルス検査　30 歳以上男女で過去未検査者

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

　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８日（水）～ 10 日（金）

　　　　　10 月 24 日（日）～ 26 日（火）

　　　　　受付８時 30 分～ 10 時

と　こ　ろ　保健センター

内　　容　血圧測定、血液検査、各種がん検診など

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500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。

～新型コロナウイルス感染症が

　　　気になって受診を控えている人へ～

～新型コロナウイルス感染症が

　　　気になって受診を控えている人へ～
　健診会場では、換気や消毒など感染防止対策に努

めています。生活習慣病は、自分の体を知ることが

予防の第一歩です。

　新型コロナウイルス感染症を恐れず、自分の体を

知るために、必ず特定健診を受診しましょう。

受診する前に必ず確認してください。

　◉事前に検温し、発熱や風邪症状など体調が悪い

　　場合は受診しないでください。

　◉受診時には必ずマスクを着用してください。

　◉その他受診先の医療機関の指示に必ず従ってく

　　ださい。

　健診会場では、換気や消毒など感染防止対策に努

めています。生活習慣病は、自分の体を知ることが

予防の第一歩です。

　新型コロナウイルス感染症を恐れず、自分の体を

知るために、必ず特定健診を受診しましょう。

受診する前に必ず確認してください。

　◉事前に検温し、発熱や風邪症状など体調が悪い

　　場合は受診しないでください。

　◉受診時には必ずマスクを着用してください。

　◉その他受診先の医療機関の指示に必ず従ってく

　　ださい。

と　　き　６月 20 日（日）・21 日（月）受付８時 30 分～ 10 時

と　こ　ろ　保健センター

内　　容　血圧測定、血液検査、診察など

対　象　者　今年度 40 歳～ 74 歳になる国保加入者

料　　金　500円

申込期限　６月 14 日（月） 予約制

❖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。

　市のホームページからもお申込みできます。

　ぜひご利用ください。

保健センターで特定健診を
　　　　　　　　　実施します
保健センターで特定健診を
　　　　　　　　　実施します



２１２０ Ｒ3（2021）.6.1　広報かしま 広報かしま　Ｒ3（2021）.6.1

　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　☎０９５４（６３）３３７３

詳しくは

骨粗しょう症検診を受けましょう骨粗しょう症検診を受けましょう

　４０歳を過ぎたら骨量チェック！対象者で希望

する人はお申込みください。

対　象　者　今年度中に、40・45・50・55・60・

　　　　　65・70歳になる女性

検診日時　◆６月４日（金）　申込期限６月１日（火）まで

　　　　　◆６月 25 日（金）　申込期限６月 22 日（火）まで

　　　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分

検診場所　保健センター

料　　金　600円　※ただし、市民税非課税世帯・

　　　　　　　　　　生活保護世帯と後期高齢者医

　　　　　　　　　　療制度被保険者は無料

内　　容　腕のレントゲン撮影（10 分程度）

注　意　点　妊娠の可能性がある人は受けられません

定　　員　75 人ずつ（先着）

※状況により、延期する場合があります

６月は食育月間です６月は食育月間です
食育とは?

・生きる上での基本であって、知育、徳育およ

　び体育の基礎となるべきもの。

・さまざまな経験を通じて『食』に関する知識

　と『食』を選択する力を習得し、健全な食生

　活を実践することができる人間を育てること。

食育月間を機会に食生活の大切さを見直してみ

ましょう

・食を通じたコミュニケーション

・バランスの取れた食事

・望ましい生活リズム

・食を大切にする気持ち

・食の安全性（食に関する知識と選択力）

❖毎月１９日は国が定める『食育の日』家族み

　んなで『食』について考えてみましょう

お知らせお知らせ

歯と口の健康週間歯と口の健康週間

～咲かそうよ　笑顔の花を　歯みがきで～
　６月４日から６月１０日までは、歯と口の健

康週間です。この機会に歯や口の健康について

見直してみましょう。

◉８０歳になっても２０本の歯を保とう（8020運動）

◉一生自分の歯で食べよう

◉午後のスタート、ハミガキから

◉歯科健診を定期的に受けよう

７６歳歯科健診（歯あわせ健診）を
　　　　　　　　　受けましょう
７６歳歯科健診（歯あわせ健診）を
　　　　　　　　　受けましょう

　お口の健康は体全体の健康につながります。

　７６歳になる人を対象に歯科健診を行います。口

腔内の衛生状態や口腔機能の評価など充実した内容

の健診です。ぜひ、受診してください。

　対　象　者　昭和 20 年４月１日

 　　　　　　～昭和 21 年３月 31 日生まれの人

　健診内容　粘膜・歯・顎関節の状態

　　　　　　歯や歯周疾患の状態

　　　　　　プラークの付着状態

　　　　　　嚥下機能（飲み込み）評価　など

　※健診後、結果の説明とアドバイスがあります

　費　　用　無料（健診後に治療を行った場合は有料）

　申込方法　対象者には受診券を送付しています。

　　　　　　同封の一覧表にある歯科医院に事前の

　　　　　　電話予約が必要です。

後期高齢者医療広域連合業務課企画・保健係

☎０９５２（６４）８４７６

申込・問合せ先

５月３１日は『世界禁煙デー』５月３１日は『世界禁煙デー』

５月３１日～６月６日は『禁煙週間』です
　喫煙による健康影響には、煙が直接触れる口

や喉、肺以外にも、がん・循環器・妊娠などへ

の影響があります。また、たばこは喫煙者本人

だけでなく、たばこを吸わない周りの人の健康

にも影響を及ぼします。

　本人は喫煙しなくても身の回りのたばこの煙

を吸わされてしまうと肺がんや虚血性心疾患の

リスクが上昇、妊婦では低体重児や早産のリス

クが上昇、小児では呼吸器疾患や中耳炎、乳児

では乳幼児突然死症候群を引き起こすことが指

摘されています。皆さんも禁煙や受動喫煙の防

止にご協力ください。

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

対　象　者　①今年度中に、65・70・75・80・85・90・95・100歳になる人

　　　　　※対象者には６月上旬までにお知らせのはがきを郵送します

　　　　　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４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

けんしんけんしん 各種検診の申込は
　　６月１１日まで
各種検診の申込は
　　６月１１日まで

　５月に配布した各種検診申込調査の内容をよく

読んで記入の上、所定の場所（申込書に記載）へ

提出してください。　申込期限　６月 11 日（金）

※インターネットでも申し込みができます。詳し

　くは同封の申込み方法をご覧ください。

検診および対象者
◇胃がん検診　　40 歳以上 79 歳以下男女

◇肺がん検診　　40 歳以上男女

◇大腸がん検診　40 歳以上男女

◇子宮がん検診　20 歳以上女性

　※昨年、一昨年にＨＰＶ併用検診を受けた人は

　　対象外になる場合があります

◇乳がん検診　　40 歳以上で昨年度未受診の女性

◇前立腺がん検診　50 歳以上男性

◇肝炎ウイルス検査　30 歳以上男女で過去未検査者

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

　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８日（水）～ 10 日（金）

　　　　　10 月 24 日（日）～ 26 日（火）

　　　　　受付８時 30 分～ 10 時

と　こ　ろ　保健センター

内　　容　血圧測定、血液検査、各種がん検診など

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500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。

～新型コロナウイルス感染症が

　　　気になって受診を控えている人へ～

～新型コロナウイルス感染症が

　　　気になって受診を控えている人へ～
　健診会場では、換気や消毒など感染防止対策に努

めています。生活習慣病は、自分の体を知ることが

予防の第一歩です。

　新型コロナウイルス感染症を恐れず、自分の体を

知るために、必ず特定健診を受診しましょう。

受診する前に必ず確認してください。

　◉事前に検温し、発熱や風邪症状など体調が悪い

　　場合は受診しないでください。

　◉受診時には必ずマスクを着用してください。

　◉その他受診先の医療機関の指示に必ず従ってく

　　ださい。

　健診会場では、換気や消毒など感染防止対策に努

めています。生活習慣病は、自分の体を知ることが

予防の第一歩です。

　新型コロナウイルス感染症を恐れず、自分の体を

知るために、必ず特定健診を受診しましょう。

受診する前に必ず確認してください。

　◉事前に検温し、発熱や風邪症状など体調が悪い

　　場合は受診しないでください。

　◉受診時には必ずマスクを着用してください。

　◉その他受診先の医療機関の指示に必ず従ってく

　　ださい。

と　　き　６月 20 日（日）・21 日（月）受付８時 30 分～ 10 時

と　こ　ろ　保健センター

内　　容　血圧測定、血液検査、診察など

対　象　者　今年度 40 歳～ 74 歳になる国保加入者

料　　金　500円

申込期限　６月 14 日（月） 予約制

❖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。

　市のホームページからもお申込みできます。

　ぜひご利用ください。

保健センターで特定健診を
　　　　　　　　　実施します
保健センターで特定健診を
　　　　　　　　　実施します
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お知らせ

　私たちの日常生

活は、行政と深く

つ な が っ て お り 、

その関わりは税金、

年金、保険、道路

など多岐にわたっ

ています。

　行政の仕事やサービス、仕組みや

手続きに関して、お困りごとはあり

ませんか？

　そんなときには、次の２人の総務

大臣から委嘱された『行政相談委

員』にご相談ください。相談は無料

で、秘密は固く守ります。日時など

は毎月の広報かしま『情報掲示板』

の中の『相談』をご覧ください。

行政相談委員　福岡　俊剛さん

　　　　　　　山口　和子さん

詳しくは　総務課総務係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１１

　下水道認可区域以外で浄化槽を設

置する人は、補助の対象になります。

補助を希望する人は、着工前に申請

してください。

　ただし、浄化槽設置者講習会を受

講しているなど必要条件があります。

対象浄化槽・補助金上限額

　５人槽　332,000 円（130 ㎡未満住宅）

　７人槽　414,000 円（130 ㎡以上住宅）

　10 人槽　548,000 円（二世帯住宅）

申請期限　補助予定数終了まで（先着順）

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１６

　人権擁護委員は、国民の基本的人

権が侵害されないように絶えず監視

し、もし侵害があった場合には、適

切な処置を講じ、救済を図ります。

　市には次の６人の人権擁護委員が

います。人権相談は無料で秘密は守

られます。日時などはこの『情報掲

示板』の『相談』をご覧ください。

人権擁護委員

　霜村　　満　さん（鹿　島）

　山田さち子さん（浜　町）

　植松　幸代さん（七　浦）

　　瀬　正紹さん（能古見）

　小野原トシミさん（古　枝）

　宮津　彰子さん（北鹿島）

詳しくは　人権・同和対策課

　　　　　☎０９５４（６３）２１２６

　教科書や教科の理解を深めてもら

うため、一般公開を行います。

と　　き　６月 11 日（金）

　　　　　　～６月 30 日（水）

　　　　　９時～16時（土・日を除く）

と　こ　ろ　西部中学校

内　　容　小学校・中学校・

　　　　　　高等学校の教科書

詳しくは　教育総務課

　　　　　☎０９５４（６３）２１０３

令和３年４月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

※（　　）内は前年比　　❖守ろう交通ルール　高めよう交通マナー　

□梅雨の時期は…

　雨で路面が濡れていると、車の制動距離は大幅に伸びることがあります。

　雨天時は特に車間距離を取り、前をよく見て運転しましょう。

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

1,162 件（－117）
73 件（＋004）
34 件（－ 6）

1,487 人（－148）
88 人（＋005）
43 人（－003）

11 人（－03）
3 人（＋02）
1 人（ 0）

6,149 件（＋296）
298 件（－052）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

160 件（－ 25）

行政相談員の紹介

家庭用浄化槽補助金
申請のお知らせ

市議会６月定例会会期日程 （案）

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）　

11 日（金）～

14 日（月）　

15 日（火）　

16 日（水）～

19 日（土）～

21 日（月）　

22 日（火）　

23 日（水）　

９日（水）

13日（日）

18日（金）

20日（日）

開会、会議録署名議員の指名、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

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

教科書展示会のお知らせ
６月 １日は

人権擁護委員の日

水道の開始・中止には事前に

　水道課窓口での手続きが必要です

問合先　水道課　☎（６２）３７１８

一般質問の数などにより会期日程を変更する場合があります。鹿島市ＨＰの『鹿島
市議会』では、一般質問の内容などを掲載するとともに、本会議のライブ中継を行
います。また、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。

　各訓練科の訓練内容、関連する就

職職種や資格等について担当指導員

が説明します。実際に訓練風景を見

学し、授業で使用する機器や施設の

雰囲気を確認できます。

と　　き　６月 16 日（水）

　　　　　13 時～ 15 時

持　参　品　筆記用具、お持ちであれ

　　　　　ばキャップ（野球帽）

申込・問合せ先　

　ポリテクセンター佐世保

　☎０９５６（５８）３１１８

■夏の準備、おまかせください

　「農作業」「庭木の剪定」「草刈り・

草取り」など、何でもご相談ください。

■家庭菜園・果樹園等に剪定枝葉の
　チップ（EM 入り）はいかがですか

■刃物研ぎいたします

　包丁、かま、はさみ、チェーンソーなど。

と　　き　６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

■会員を随時募集しています

対　　象　市内在住 60 歳以上の人

説　明　会　６月 17 日（木）９時 30 分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

問い合わせ・ご注文　

　シルバー人材センター

　☎０９５４（６３）０９７０

　６月１日（火）～７日（月）は、

『九州一斉住宅火災警報器普及啓発

キャンペーン』が実施されます。

　佐賀県内すべての住宅に住宅用火

災警報器の設置が義務付けられてか

ら、令和３年６月１日で１０年を迎

えました。

※住宅用火災警報器は、古くなると

　電子部品の寿命や電池切れなどで

　火災を感知しなくなることがあり

　ますので、機器本体を取替えま    

　しょう。

詳しくは　鹿島消防署

　　　　　☎０９５４（６３）１１１９

　麦（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。麦（稲）わらは燃

やさず、地力維持のために“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。

麦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

麦わらを上手にすき込むポイント

　田植え時に麦わらが浮かないために

⦿カッターを『長』に切り替え、　

　15センチ以上にカットする

⦿すき込みが浅いと麦わらの密度が

　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、市ＨＰ掲載の『麦わらすき

　込み実践マニュアル』をご覧ください。

詳しくは　農林水産課農政係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１３

　地すべり、山くずれ、がけ地の崩

壊および土石流のおそれがある地す

べり等危険区域から、危険を避ける

ための住宅移転に対する助成があり

ます。詳しくはお問合せください。

受付期限　10 月 29 日（金）　

詳しくは　都市建設課住宅係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１５

　県内でも最大といわれる『鹿島鬼

塚古墳』は県指定文化財で、全国で

も珍しい石室の中に入れる古墳です。

ぜひお越しいただき体験してみては

いかがですか。（駐車場は誕生院駐

車場をご利用ください）

詳しくは　鹿島鬼塚古墳保存会

　　　　　☎０９５４（６２）３４０２

　現在、市内大字納富分の全域で、

家庭から出る生ごみ堆肥事業に取り

組んでいます。対象地区の皆さんに

はご協力いただき、ありがとうござ

います。

　現在ご使用の二重バケツ（水切り

タイプ）に劣化が生じ、使用に支障

があるバケツの交換を行います。希

望する人は、環境下水道課まで現在

使用されているバケツをご持参くだ

さい。

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１６

　北公園内のジャブジャブ池（幼児

用水遊び場）をオープンします。

　事故防止のため、必ず保護者と一

緒にご利用ください。

と　　き　６月15日（火）～９月15日（水）

利　用　料　無料

詳しくは　生涯学習課スポーツ係

　　　　　☎０９５４（６３）２１２５

講習会・教室

　活き活きとしたシニア女性のため

のコミュニケーションについて基礎

から学ぶ講習会を開催します。

と　　き　７月６日（火）～７日（水）

と　こ　ろ　唐津市高齢者ふれあい会館

　　　　　『りふれ』研修室３

対　　象　

◇県内在住で原則 60 歳以上の人

◇受講後シルバー人材センターに入会を希望する人

◇シルバー人材センターの入会説明会に参加され

　た人または受講後に入会説明会に参加する人

申込期限　６月 28 日（月）

詳しくは　県シルバー人材センター連合会

　　　　　☎０９５２（２０）２０１１

地すべり等危険地域
住宅移転の助成について

鹿島鬼塚古墳に
お越しください

麦（稲）わらは焼却せず
有効活用を！

公共職業訓練
施設見学会のお知らせ

夏の準備、承ります
鹿島市シルバー人材センター

住宅用火災警報器
設置・点検していますか

生ごみ堆肥事業
二重バケツを交換します

ジャブジャブ池
プール開き！

シニア女性のための
コミュニケーション講習会



２３２２ Ｒ3（2021）.6.1　広報かしま 広報かしま　Ｒ3（2021）.6.1

情報掲示板　◇　お知らせ 情報掲示板　◇　お知らせ・講習会・教室

お知らせ

　私たちの日常生

活は、行政と深く

つ な が っ て お り 、

その関わりは税金、

年金、保険、道路

など多岐にわたっ

ています。

　行政の仕事やサービス、仕組みや

手続きに関して、お困りごとはあり

ませんか？

　そんなときには、次の２人の総務

大臣から委嘱された『行政相談委

員』にご相談ください。相談は無料

で、秘密は固く守ります。日時など

は毎月の広報かしま『情報掲示板』

の中の『相談』をご覧ください。

行政相談委員　福岡　俊剛さん

　　　　　　　山口　和子さん

詳しくは　総務課総務係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１１

　下水道認可区域以外で浄化槽を設

置する人は、補助の対象になります。

補助を希望する人は、着工前に申請

してください。

　ただし、浄化槽設置者講習会を受

講しているなど必要条件があります。

対象浄化槽・補助金上限額

　５人槽　332,000 円（130 ㎡未満住宅）

　７人槽　414,000 円（130 ㎡以上住宅）

　10 人槽　548,000 円（二世帯住宅）

申請期限　補助予定数終了まで（先着順）

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１６

　人権擁護委員は、国民の基本的人

権が侵害されないように絶えず監視

し、もし侵害があった場合には、適

切な処置を講じ、救済を図ります。

　市には次の６人の人権擁護委員が

います。人権相談は無料で秘密は守

られます。日時などはこの『情報掲

示板』の『相談』をご覧ください。

人権擁護委員

　霜村　　満　さん（鹿　島）

　山田さち子さん（浜　町）

　植松　幸代さん（七　浦）

　　瀬　正紹さん（能古見）

　小野原トシミさん（古　枝）

　宮津　彰子さん（北鹿島）

詳しくは　人権・同和対策課

　　　　　☎０９５４（６３）２１２６

　教科書や教科の理解を深めてもら

うため、一般公開を行います。

と　　き　６月 11 日（金）

　　　　　　～６月 30 日（水）

　　　　　９時～16時（土・日を除く）

と　こ　ろ　西部中学校

内　　容　小学校・中学校・

　　　　　　高等学校の教科書

詳しくは　教育総務課

　　　　　☎０９５４（６３）２１０３

令和３年４月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

※（　　）内は前年比　　❖守ろう交通ルール　高めよう交通マナー　

□梅雨の時期は…

　雨で路面が濡れていると、車の制動距離は大幅に伸びることがあります。

　雨天時は特に車間距離を取り、前をよく見て運転しましょう。

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

1,162 件（－117）
73 件（＋004）
34 件（－ 6）

1,487 人（－148）
88 人（＋005）
43 人（－003）

11 人（－03）
3 人（＋02）
1 人（ 0）

6,149 件（＋296）
298 件（－052）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

160 件（－ 25）

行政相談員の紹介

家庭用浄化槽補助金
申請のお知らせ

市議会６月定例会会期日程 （案）

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）　

11 日（金）～

14 日（月）　

15 日（火）　

16 日（水）～

19 日（土）～

21 日（月）　

22 日（火）　

23 日（水）　

９日（水）

13日（日）

18日（金）

20日（日）

開会、会議録署名議員の指名、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

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

教科書展示会のお知らせ
６月 １日は

人権擁護委員の日

水道の開始・中止には事前に

　水道課窓口での手続きが必要です

問合先　水道課　☎（６２）３７１８

一般質問の数などにより会期日程を変更する場合があります。鹿島市ＨＰの『鹿島
市議会』では、一般質問の内容などを掲載するとともに、本会議のライブ中継を行
います。また、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。

　各訓練科の訓練内容、関連する就

職職種や資格等について担当指導員

が説明します。実際に訓練風景を見

学し、授業で使用する機器や施設の

雰囲気を確認できます。

と　　き　６月 16 日（水）

　　　　　13 時～ 15 時

持　参　品　筆記用具、お持ちであれ

　　　　　ばキャップ（野球帽）

申込・問合せ先　

　ポリテクセンター佐世保

　☎０９５６（５８）３１１８

■夏の準備、おまかせください

　「農作業」「庭木の剪定」「草刈り・

草取り」など、何でもご相談ください。

■家庭菜園・果樹園等に剪定枝葉の
　チップ（EM 入り）はいかがですか

■刃物研ぎいたします

　包丁、かま、はさみ、チェーンソーなど。

と　　き　６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

■会員を随時募集しています

対　　象　市内在住 60 歳以上の人

説　明　会　６月 17 日（木）９時 30 分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

問い合わせ・ご注文　

　シルバー人材センター

　☎０９５４（６３）０９７０

　６月１日（火）～７日（月）は、

『九州一斉住宅火災警報器普及啓発

キャンペーン』が実施されます。

　佐賀県内すべての住宅に住宅用火

災警報器の設置が義務付けられてか

ら、令和３年６月１日で１０年を迎

えました。

※住宅用火災警報器は、古くなると

　電子部品の寿命や電池切れなどで

　火災を感知しなくなることがあり

　ますので、機器本体を取替えま    

　しょう。

詳しくは　鹿島消防署

　　　　　☎０９５４（６３）１１１９

　麦（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。麦（稲）わらは燃

やさず、地力維持のために“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。

麦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

麦わらを上手にすき込むポイント

　田植え時に麦わらが浮かないために

⦿カッターを『長』に切り替え、　

　15センチ以上にカットする

⦿すき込みが浅いと麦わらの密度が

　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、市ＨＰ掲載の『麦わらすき

　込み実践マニュアル』をご覧ください。

詳しくは　農林水産課農政係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１３

　地すべり、山くずれ、がけ地の崩

壊および土石流のおそれがある地す

べり等危険区域から、危険を避ける

ための住宅移転に対する助成があり

ます。詳しくはお問合せください。

受付期限　10 月 29 日（金）　

詳しくは　都市建設課住宅係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１５

　県内でも最大といわれる『鹿島鬼

塚古墳』は県指定文化財で、全国で

も珍しい石室の中に入れる古墳です。

ぜひお越しいただき体験してみては

いかがですか。（駐車場は誕生院駐

車場をご利用ください）

詳しくは　鹿島鬼塚古墳保存会

　　　　　☎０９５４（６２）３４０２

　現在、市内大字納富分の全域で、

家庭から出る生ごみ堆肥事業に取り

組んでいます。対象地区の皆さんに

はご協力いただき、ありがとうござ

います。

　現在ご使用の二重バケツ（水切り

タイプ）に劣化が生じ、使用に支障

があるバケツの交換を行います。希

望する人は、環境下水道課まで現在

使用されているバケツをご持参くだ

さい。

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１６

　北公園内のジャブジャブ池（幼児

用水遊び場）をオープンします。

　事故防止のため、必ず保護者と一

緒にご利用ください。

と　　き　６月15日（火）～９月15日（水）

利　用　料　無料

詳しくは　生涯学習課スポーツ係

　　　　　☎０９５４（６３）２１２５

講習会・教室

　活き活きとしたシニア女性のため

のコミュニケーションについて基礎

から学ぶ講習会を開催します。

と　　き　７月６日（火）～７日（水）

と　こ　ろ　唐津市高齢者ふれあい会館

　　　　　『りふれ』研修室３

対　　象　

◇県内在住で原則 60 歳以上の人

◇受講後シルバー人材センターに入会を希望する人

◇シルバー人材センターの入会説明会に参加され

　た人または受講後に入会説明会に参加する人

申込期限　６月 28 日（月）

詳しくは　県シルバー人材センター連合会

　　　　　☎０９５２（２０）２０１１

地すべり等危険地域
住宅移転の助成について

鹿島鬼塚古墳に
お越しください

麦（稲）わらは焼却せず
有効活用を！

公共職業訓練
施設見学会のお知らせ

夏の準備、承ります
鹿島市シルバー人材センター

住宅用火災警報器
設置・点検していますか

生ごみ堆肥事業
二重バケツを交換します

ジャブジャブ池
プール開き！

シニア女性のための
コミュニケーション講習会
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情報掲示板　◇　講習会・教室・募集・相談

　スポーツウエルネス吹矢は、年齢

性別に関係なく、障がいのある人も、

車いす使用の人も誰でも手軽に楽し

める安全なスポーツです。腹式呼吸

により内蔵機能の活発化やストレス

解消など健康効果も期待できます。

ぜひ参加してください。

と　　き　７月１日～ 29 日

　　　　　　[ 毎週木曜日　全５回 ]

　　　　　10 時～ 12 時

と　こ　ろ　市民武道館

対　象　者　市内の人

定　　員　先着 20 人

参　加　費　500 円（保険料含む）

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

　鹿島史談会では、郷土の歴史など、

会員や外部講師による講話や年１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。

と　　き　６月 17 日（木）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

演　　題　『世界地図に初めて日本

　　　　　　を描かせた少年たち』

　　　　　～天正遣欧使節と

　　　　　　　　　千々石ミゲル～

講　　師　大石　一久さん

　　　　　（鹿島市文化財保護審査会委員）

資　料　代　300 円

※次回は８月 19 日（木）に開催予定

詳しくは　鹿島史談会事務局　野田

　　　　　☎０９５４（６２）２０９７

　毎月１９日は『食育の日』です。

　市食生活改善推進協議会では６月

から料理教室を開催します。どなた

でも参加できます。希望する人は保

健センターまでお申し込みください。

と　　き　６月 18 日（金）10 時～ 14 時

と　こ　ろ　エイブル調理室

参　加　費　300円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角布

申込期限　６月 11 日（金）

※状況により、中止する場合があります

詳しくは　保健センター（エイブル１階）

　　　　　☎０９５４（６３）３３７３

募　集

対　象　者　求職者

訓練期間　８月４日（水）～

　　　　　令和４年２月 28 日（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　６月 29 日（火）

※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

　令和３年度第２学期（１０月入学）

の学生を募集します。

　放送大学はテレビ・インターネッ

トを使って自宅で学べる通信制の正

規の大学で、心理学・福祉・経済・

歴史・文学・自然科学など、幅広い

分野を学べます。

　出願などはインターネットでも受

け付けます。（https://www.ouj.ac.jp）

出願期間①６月10日（木）～８月31日（火）

　　　　②９月１日（水）～ 14 日（火）

※資料を無料で差し上げます

詳しくは　放送大学佐賀学習センター

　　　　　☎０９５２（２２）３３０８

　かしまビジネスサポートセンター

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。

と　　き　７月１日（木）・２日（金）

（全５回）　・８日（木）・９日（金）　

　　　　　・14 日（水）

　　　　　18 時～ 21 時

と　こ　ろ　鹿島商工会館

定　　員　10 人程度

参　加　費　無料

詳しくは　鹿島商工会議所内

　　　　　かしまビジネスサポートセンター

　　　　　☎０９５４（６２）４９８０

相　談

　後期高齢者医療広域連合では、被

保険者を対象に、訪問による無料の

健康相談を実施します。健康に関す

ることや医療機関の利用方法につい

ての情報提供、アドバイスをさせて

いただきます。

　対象者には案内文書を送付します。

身体の不調や気になることがあれば

ご相談ください。

詳しくは　後期高齢者医療広域連合

　　　　　☎０９５２（６４）８４７６

　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　６月 16 日（水）

　　　　　７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（月～金９時～ 17 時）

　福岡財務支局多重債務相談窓口

　☎０９２（４１１）７２９１

令和３年８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
１７

（３科で）
溶 接 技 術 科

住 環 境 Ｃ Ａ Ｄ 科

放送大学
１０月入学生募集

訪問健康相談

　事前に申し込みが必要です。

と　　き　６月 20 日（日）

　　　　　13 時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀県労働会館３階（佐賀市）

相談内容　労働、借金、相続など

申込・問合せ先（電話での相談可）

　佐賀県労働者福祉協議会

　ライフサポートセンターさが

　☎０１２０（９３１）５３６

　強いストレスや不安を感じること

が長く続き、お酒の量が増えたなど、

心配な症状はありませんか。

　ひとりで抱え込まず、話をしてみ

ませんか。ご家族の相談も受け付け

ます。ぜひご利用ください。

と　　き　毎週水曜日午後

と　こ　ろ　杵藤保健福祉事務所

予約・問合せ先（要予約・無料）

　杵藤保健福祉事務所精神保健福祉担当

　☎０９５４（２２）２１０５

◆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

◆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

◆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

◆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

◆働き方改革推進出張相談　

　11 日（金）10 時～ 12 時、13 時～ 16 時

市役所５階第７会議室

◆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

　22 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

◆鍼灸マッサージ無料健康相談・治療体験

13 日（日）10 時～ 14 時 30 分

かたらい３階中会議室

◆介護に関する相談　保険健康課

　月曜日～金曜日９時～ 17 時

◆住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　12 日（土）10 時～ 12 時

　NPO 法人肥前まちづくりデザイン研究会

　（事務局：山田圭介建築設計事務所内）☎（６８）０００１

◆土地・建物に関する無料相談所（売買・賃貸）

　22 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）

　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

◆看護職再就業相談

　８日（火）10 時～ 16 時　ハローワーク鹿島

　佐賀県看護協会 ☎０９５２（５１）３５１１

イベント

　『中木庭ダムあじさい祭り』は、

新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、中止いたします。

詳しくは　のごみふれあい楽習館

　　　　　☎０９５４（６２）３３７３

　『社協バザー・市内福祉施設商品

販売会』は、新型コロナウイルス感

染拡大防止のため、今年も中止いた

します。

　社協事務所でのバザーコーナーは

継続中ですので、バザー用品の提供

は区長さんを通してお願いします。

詳しくは　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　☎０９５４（６２）２４４７

社協バザー・市内福祉施設
商品販売会中止のお知らせ

◉市税集合徴収分
◉介護保険料
◉後期高齢者医療保険料の
第１期の口座振替日は

６月３０日（水）です
（口座の預貯金残高の確認をお願いします）

スポーツウエルネス
吹矢教室

食改さん料理教室
弁護士による

無料法律相談会

猫の飼い方マナー猫の飼い方マナー
❖猫の飼い主さんへ❖
　飼っている猫が隣り近所の敷地に入っていませんか

　「隣り近所の猫がうちの庭、畑、縁側、家の中にまで入って

きて、鳴いたり、ふん尿をしたりするので非常に迷惑していま

す」と、猫を飼っていない人からの苦情が増えてきました。

　猫が入って来ないように、ねこよけ器や猫が嫌がるにおいの

するものを置いたり、板で床下をふさいだりと、お金をかけて

対策をしている人が多くいらっしゃいます。

　それでも鳴いたり、ふん尿をしたりするので、気になって眠

れないほど困っている人もいらっしゃいます。

　放し飼いは、交通事故に遭ったり、危険が伴います。
　環境下水道課環境係

　☎０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　猫は、やわらかい砂地や、それに似

た場所を好んで排せつします。ご近所

でふん尿をしたりしないよう、自宅敷

地内で猫が落ち着けそうな場所に、猫

用トイレを

設置しまし

ょう。

　猫は、やわらかい砂地や、それに似

た場所を好んで排せつします。ご近所

でふん尿をしたりしないよう、自宅敷

地内で猫が落ち着けそうな場所に、猫

用トイレを

設置しまし

ょう。

情報掲示板　◇　相談・イベント

中木庭ダムあじさい祭り
中止のお知らせ

多重債務の
無料出張相談会

鹿島史談会　歴史講座

精神科医師による
こころの健康相談

その他の相談

かしま創業塾



２４ ２５Ｒ3（2021）.6.1　広報かしま 広報かしま　Ｒ3（2021）.6.1

情報掲示板　◇　講習会・教室・募集・相談

　スポーツウエルネス吹矢は、年齢

性別に関係なく、障がいのある人も、

車いす使用の人も誰でも手軽に楽し

める安全なスポーツです。腹式呼吸

により内蔵機能の活発化やストレス

解消など健康効果も期待できます。

ぜひ参加してください。

と　　き　７月１日～ 29 日

　　　　　　[ 毎週木曜日　全５回 ]

　　　　　10 時～ 12 時

と　こ　ろ　市民武道館

対　象　者　市内の人

定　　員　先着 20 人

参　加　費　500 円（保険料含む）

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

　鹿島史談会では、郷土の歴史など、

会員や外部講師による講話や年１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。

と　　き　６月 17 日（木）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

演　　題　『世界地図に初めて日本

　　　　　　を描かせた少年たち』

　　　　　～天正遣欧使節と

　　　　　　　　　千々石ミゲル～

講　　師　大石　一久さん

　　　　　（鹿島市文化財保護審査会委員）

資　料　代　300 円

※次回は８月 19 日（木）に開催予定

詳しくは　鹿島史談会事務局　野田

　　　　　☎０９５４（６２）２０９７

　毎月１９日は『食育の日』です。

　市食生活改善推進協議会では６月

から料理教室を開催します。どなた

でも参加できます。希望する人は保

健センターまでお申し込みください。

と　　き　６月 18 日（金）10 時～ 14 時

と　こ　ろ　エイブル調理室

参　加　費　300円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角布

申込期限　６月 11 日（金）

※状況により、中止する場合があります

詳しくは　保健センター（エイブル１階）

　　　　　☎０９５４（６３）３３７３

募　集

対　象　者　求職者

訓練期間　８月４日（水）～

　　　　　令和４年２月 28 日（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　６月 29 日（火）

※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

　令和３年度第２学期（１０月入学）

の学生を募集します。

　放送大学はテレビ・インターネッ

トを使って自宅で学べる通信制の正

規の大学で、心理学・福祉・経済・

歴史・文学・自然科学など、幅広い

分野を学べます。

　出願などはインターネットでも受

け付けます。（https://www.ouj.ac.jp）

出願期間①６月10日（木）～８月31日（火）

　　　　②９月１日（水）～ 14 日（火）

※資料を無料で差し上げます

詳しくは　放送大学佐賀学習センター

　　　　　☎０９５２（２２）３３０８

　かしまビジネスサポートセンター

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。

と　　き　７月１日（木）・２日（金）

（全５回）　・８日（木）・９日（金）　

　　　　　・14 日（水）

　　　　　18 時～ 21 時

と　こ　ろ　鹿島商工会館

定　　員　10 人程度

参　加　費　無料

詳しくは　鹿島商工会議所内

　　　　　かしまビジネスサポートセンター

　　　　　☎０９５４（６２）４９８０

相　談

　後期高齢者医療広域連合では、被

保険者を対象に、訪問による無料の

健康相談を実施します。健康に関す

ることや医療機関の利用方法につい

ての情報提供、アドバイスをさせて

いただきます。

　対象者には案内文書を送付します。

身体の不調や気になることがあれば

ご相談ください。

詳しくは　後期高齢者医療広域連合

　　　　　☎０９５２（６４）８４７６

　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　６月 16 日（水）

　　　　　７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（月～金９時～ 17 時）

　福岡財務支局多重債務相談窓口

　☎０９２（４１１）７２９１

令和３年８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
１７

（３科で）
溶 接 技 術 科

住 環 境 Ｃ Ａ Ｄ 科

放送大学
１０月入学生募集

訪問健康相談

　事前に申し込みが必要です。

と　　き　６月 20 日（日）

　　　　　13 時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀県労働会館３階（佐賀市）

相談内容　労働、借金、相続など

申込・問合せ先（電話での相談可）

　佐賀県労働者福祉協議会

　ライフサポートセンターさが

　☎０１２０（９３１）５３６

　強いストレスや不安を感じること

が長く続き、お酒の量が増えたなど、

心配な症状はありませんか。

　ひとりで抱え込まず、話をしてみ

ませんか。ご家族の相談も受け付け

ます。ぜひご利用ください。

と　　き　毎週水曜日午後

と　こ　ろ　杵藤保健福祉事務所

予約・問合せ先（要予約・無料）

　杵藤保健福祉事務所精神保健福祉担当

　☎０９５４（２２）２１０５

◆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

◆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

◆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

◆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

◆働き方改革推進出張相談　

　11 日（金）10 時～ 12 時、13 時～ 16 時

市役所５階第７会議室

◆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

　22 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

◆鍼灸マッサージ無料健康相談・治療体験

13 日（日）10 時～ 14 時 30 分

かたらい３階中会議室

◆介護に関する相談　保険健康課

　月曜日～金曜日９時～ 17 時

◆住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　12 日（土）10 時～ 12 時

　NPO 法人肥前まちづくりデザイン研究会

　（事務局：山田圭介建築設計事務所内）☎（６８）０００１

◆土地・建物に関する無料相談所（売買・賃貸）

　22 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）

　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

◆看護職再就業相談

　８日（火）10 時～ 16 時　ハローワーク鹿島

　佐賀県看護協会 ☎０９５２（５１）３５１１

イベント

　『中木庭ダムあじさい祭り』は、

新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、中止いたします。

詳しくは　のごみふれあい楽習館

　　　　　☎０９５４（６２）３３７３

　『社協バザー・市内福祉施設商品

販売会』は、新型コロナウイルス感

染拡大防止のため、今年も中止いた

します。

　社協事務所でのバザーコーナーは

継続中ですので、バザー用品の提供

は区長さんを通してお願いします。

詳しくは　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　☎０９５４（６２）２４４７

社協バザー・市内福祉施設
商品販売会中止のお知らせ

◉市税集合徴収分
◉介護保険料
◉後期高齢者医療保険料の
第１期の口座振替日は

６月３０日（水）です
（口座の預貯金残高の確認をお願いします）
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す」と、猫を飼っていない人からの苦情が増えてきました。

　猫が入って来ないように、ねこよけ器や猫が嫌がるにおいの

するものを置いたり、板で床下をふさいだりと、お金をかけて

対策をしている人が多くいらっしゃいます。

　それでも鳴いたり、ふん尿をしたりするので、気になって眠

れないほど困っている人もいらっしゃいます。

　放し飼いは、交通事故に遭ったり、危険が伴います。
　環境下水道課環境係
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　ラムサール条約推進室では、有明海の環境保全を通じてＳＤＧｓの推進に取り組む企業、団体等の『肥前鹿島

干潟ＳＤＧｓ推進パートナー』を募集しています。また、取組内容は市ホームページでも紹介する予定です。

肥前鹿島干潟ＳＤＧｓ推進パートナー紹介

　　　　　　　　建設環境部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 肥前鹿島干潟ＳＤＧｓ推進パートナ―募集

《取組事例》

　酒造りを通して伝統産業としての文化を受け

継ぎ、地域の活性化に寄与します。

矢野酒造株式会社 関
連
し
て
い
る
ゴ
ー
ル

《取組事例》

　時代の変化とともに求められる建築物の快適環

境のあり方に貢献します。

関
連
し
て
い
る
ゴ
ー
ル

株式会社カシマ美装

《取組事例》

　市民自らが心豊かな生活を実現し、活力ある

社会構築に資するよう『市民立』の取り組みを

強化・支援します。

関
連
し
て
い
る
ゴ
ー
ル

一般財団法人　鹿島市民立生涯学習・
                                 文化振興財団
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県内一斉ふるさと美化活動
　６月13日に県内一斉美化活動（県内基準日５月３０日）を行います。あらかじめ地

区が選定した市内の各海岸、河川、公園、道路などの清掃をお願いします。環境美化、

快適な環境づくりのため、皆さんのご協力をよろしくお願いします。

と　　き　６月 13 日（日）

と　こ　ろ　各地区指定場所

ＧＯＭＩのこばなし
Ｑ１．発泡スチロールはどのように捨てたらいいですか？ 

【答え】

プラマークがあれば、市指定ごみ袋（容器包装プラスチック類：黄色）に入れてください。

ただし、発泡スチロールを崩したりする場合は、もえるごみ袋に入れてください。

詳しくは　環境下水道課環境係　☎０９５４（６３）３４１６

新市民会館建設工事 　総務課総務係　☎０９５４（６３）２１１１詳しくは
に伴いご迷惑をおかけします

庁舎前駐車場の出入口の形が変わります。

速度を落として通行してください。

　市役所、新世紀センターに来られる際は、市役所前

または道向かいの大駐車場をご利用ください。

工事用車輛出入口

工 事 用 車 輛 出 入 口 前 に は 、

車を駐車しないでください。

あじさいあじさい
写真写真

（中木場ダム湖畔公園）（中木場ダム湖畔公園）
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