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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》

　県内の酒造メーカーと共同し、地産地消を根底に置いた地酒

のブランディング強化を図り、地元ブランドの推進に努めます。

有限会社 馬場酒造場

《取組事例》

　公園や道路の景観整備を通して美しい景観と地域づくりを目

指し、人々が安心で健康的に暮らせるまちづくりを推進します。

株式会社 岩屋造園土木

《取組事例》

　イベント会場でのパネル展示、ミニ水族館の開催や市内小学校への環

境体験学習などを行い、地域の自主的な環境保護活動の推進に努めます。

　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しています。

肥前鹿島干潟ＳＤＧｓ推進パートナー紹介

多良岳～有明海
　　水環境保護団体 水の会
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新市民会館の新築工事

　新市民会館の新築工事に伴

い７月１０日から１０月９日

までを予定していた、市民会

館とエイブルとの間の道の通

行止めについて、２カ月間期

間を延長いたします。

　市民の皆様にはご迷惑をお

かけしますが、引き続きご理

解とご協力いただきますよう

にお願いいたします。

＜通行止め期間＞

　７月１０日～１２月９日

　総務課（中川エリア整備推進室）

　☎０９５４（６３）２１１１

詳しくは

No.1134

　　　：歩行者・自転車

　　　：自動車中川沿いの道は歩行者と

自転車のみ通行できます

ホームページ ライン ツイッター インスタグラム フェイスブック



　肥前山口駅から諫早駅の間は、令和４年秋の西九州新幹線開業後に、上下

分離方式でＪＲ九州の経営から一部が切り離され、特急本数が大きく減る見

込みです。このような中でも肥前鹿島駅は、通勤・通学の足としての役割、

観光やビジネスの市の玄関口としての役割は変わることがありません。

　このため、市は令和２年からＪＲ肥前鹿島駅周辺整備全体構想（案）を策定

してまいりました。この広報かしまの中ほどにアンケートとともに折り込んでいます。

今回策定した全体構想（案）に対する市民の皆さんのご意見をいただき、今

後の整備計画に活用したいと考えていますので、アンケート回答のご協力を

よろしくお願いいたします。

　なお、全体構想につきましては、折り込んでいる全体構想（案）とともに、

下の記事の『まちづくりシンポジウムin鹿島』でも紹介しますので、参考に

してください。

　アンケート回答方法

　（１）アンケートの右下についているＱＲコードを読み取ってＷｅｂ上で回答する

　（２）アンケートに必要事項を記入して、次の方法で提出する

　　　　　①郵送　②ＦＡＸ　③６地区公民館にあるアンケート回収箱に投函する

募

　集

ＪＲ肥前鹿島駅周辺整備全体構想（案）ができました
皆さまのご意見を募集します

　　　　　　　　　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　　　　　　　　　都市建設課都市計画係　☎０９５４（６３）３４１５　℻０９５４（６３）２３１３

提出先・問合せ先

　新しく生まれ変わるＪＲ肥前鹿島駅の整備構想を踏まえ、知事・市長がまちなかの若手とともに『駅からはじま

るまちづくり』をテーマにシンポジウムを開催します。

と　　き　　10月７日（木）14時～15時30分（13時30分開場）

と　こ　ろ　　エイブルホール

内　　容　　第１部　新たなまちづくりに向けたＪＲ肥前鹿島駅周辺整備全体構想（案）の発表

　　　　　　第２部　知事、市長、まちなかの若手３人によるパネルディスカッション

定　員　等　　事前申込制（先着順）で定員１５０人（聴講無料）

申込方法　　氏名（ふりがな）と電話番号・所属（会社名・団体名等）を記入して、１０月６日（水）までに

　　　　　　メール（machizukuri@po.don3.com）かＦＡＸ（0952-28-3889）で送信する

そ　の　他　　会場にお越しできない人向けに、鹿島ケーブルテレビで生放送があります。また、映像記録を

　　　　　　市ホームページに後日掲載予定です。

　　　　　　なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況では、開催を延期する場合があります。

　新しく生まれ変わるＪＲ肥前鹿島駅の整備構想を踏まえ、知事・市長がまちなかの若手とともに『駅からはじま

るまちづくり』をテーマにシンポジウムを開催します。

と　　き　　10月７日（木）14時～15時30分（13時30分開場）

と　こ　ろ　　エイブルホール

内　　容　　第１部　新たなまちづくりに向けたＪＲ肥前鹿島駅周辺整備全体構想（案）の発表

　　　　　　第２部　知事、市長、まちなかの若手３人によるパネルディスカッション

定　員　等　　事前申込制（先着順）で定員１５０人（聴講無料）

申込方法　　氏名（ふりがな）と電話番号・所属（会社名・団体名等）を記入して、１０月６日（水）までに

　　　　　　メール（machizukuri@po.don3.com）かＦＡＸ（0952-28-3889）で送信する

そ　の　他　　会場にお越しできない人向けに、鹿島ケーブルテレビで生放送があります。また、映像記録を

　　　　　　市ホームページに後日掲載予定です。

　　　　　　なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況では、開催を延期する場合があります。

お
知
ら
せ

まちづくりシンポジウムin鹿島
～駅からはじまるまちづくり～

　県まちづくり課　☎０９５２（２５）７１５９

　http://www.pref.saga.lg.jp/kiji00382485/

　県まちづくり課　☎０９５２（２５）７１５９

　http://www.pref.saga.lg.jp/kiji00382485/

詳しくは

ＪＲ肥前鹿島駅周辺整備についてＪＲ肥前鹿島駅周辺整備について
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『優良賞』伝達式

　前年度の佐賀県緑の少年団活

動発表大会で鹿島市代表として、

日ごろの活動を発表された古枝

緑の少年団が『最優秀賞』を受

賞されました。その後、県によ

り国土緑化推進機構へ推薦され

『自分達でできる緑化活動と、

命と暮らしを支える環境保護に

ついての活動を継続していくこ

と』の思いを込めた活動が、各

地の少年団員や指導者の意識向

上に良い影響を与えたと評され、

今回『優良賞』受賞となりまし

た。

佐賀県食生活改善推進協議会長表彰
片渕　久枝さん

佐賀県食生活改善推進協議会名誉会員賞
吉田　香奈子さん

佐賀県食生活改善推進協議会名誉会員賞
中村　ツキ代さん

受賞者紹介

　６月２日に開催された佐賀県食生活

改善推進協議会総会で、２０年以上の

活動に対し、片渕久枝さんが会長表彰

を受賞されました。また、吉田香奈子

さん、中村ツキ代さんが名誉会員賞を

受賞されました。

　おめでとうございます。

TopicsTopics まちの話題

善行紹介　ご寄附をありがとうございました 

エスティ工業株式会社 様

　９月６日にエスティ工業株式会社様から、蟻尾山公園の

遊具整備と新市民会館の備品整備に対し、ご寄附をいただ

きました。

　寄附金は、子どもたちが喜ぶ公園遊具や、子どもたちの

晴れ舞台となる発表の場を整備することへの一助を担いた

いとのご意向に沿って、有効に使わせていただきます。

エスティ工業株式会社 様

　９月６日にエスティ工業株式会社様から、蟻尾山公園の

遊具整備と新市民会館の備品整備に対し、ご寄附をいただ

きました。

　寄附金は、子どもたちが喜ぶ公園遊具や、子どもたちの

晴れ舞台となる発表の場を整備することへの一助を担いた

いとのご意向に沿って、有効に使わせていただきます。

潟を踏もうぜプロジェクト  ～あなたの一踏みが干潟を守る～

ＳＤＧｓパートナー事業　　青年会議所×鹿島市

　新籠海岸にあるラムサール条約登録地『肥前鹿島干

潟』で初となる干潟体験が９月１８日に開催されまし

た。

　イベントには大人から子供まで約７０人が参加し、

ガタスキーやクイズ大会などを楽しみました。

　潟を踏むことで耕され、生き物が住みやすい環境に

なる効果もあることから、参加者は積極的に干潟の中

を動き回りました。

　参加された人は「潟をたくさん踏むことができた。

疲れたが楽しかった」「ムツゴロウを間近に見られて

嬉しかった。有明海の生き物をこれからも大切にした

い」と話されました。

全国緑の少年団活動発表大会
『優良賞』受賞 伝達式
鹿島市古枝緑の少年団

株式会社佐賀新聞社と地域循環共生圏に関する包括連携協定を結びました 

　ラムサール条約に登録されている有明海の干潟など豊か

な自然環境を生かして地域を元気にしていこうと、佐賀新

聞社と市ラムサール条約推進協議会、鹿島市は９月１３日

に包括連携協定を結びました。

　協定では『地域循環共生圏』をキーワードに持続可能な

地域づくりと地域の活性化、森・里・川・海・干潟をつな

ぐ自然の魅力を発信していくことを確認し協定書を交わし

ました。

■地域循環共生圏

　環境に配慮し、持続可能な形で地域社会や経済を循環さ

　せることを目指す考え方

　ラムサール条約に登録されている有明海の干潟など豊か
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中村　ツキ代さん

受賞者紹介

　６月２日に開催された佐賀県食生活

改善推進協議会総会で、２０年以上の

活動に対し、片渕久枝さんが会長表彰

を受賞されました。また、吉田香奈子

さん、中村ツキ代さんが名誉会員賞を

受賞されました。

　おめでとうございます。

TopicsTopics まちの話題

善行紹介　ご寄附をありがとうございました 

エスティ工業株式会社 様

　９月６日にエスティ工業株式会社様から、蟻尾山公園の

遊具整備と新市民会館の備品整備に対し、ご寄附をいただ

きました。

　寄附金は、子どもたちが喜ぶ公園遊具や、子どもたちの

晴れ舞台となる発表の場を整備することへの一助を担いた

いとのご意向に沿って、有効に使わせていただきます。

エスティ工業株式会社 様

　９月６日にエスティ工業株式会社様から、蟻尾山公園の

遊具整備と新市民会館の備品整備に対し、ご寄附をいただ

きました。

　寄附金は、子どもたちが喜ぶ公園遊具や、子どもたちの

晴れ舞台となる発表の場を整備することへの一助を担いた

いとのご意向に沿って、有効に使わせていただきます。

潟を踏もうぜプロジェクト  ～あなたの一踏みが干潟を守る～

ＳＤＧｓパートナー事業　　青年会議所×鹿島市

　新籠海岸にあるラムサール条約登録地『肥前鹿島干

潟』で初となる干潟体験が９月１８日に開催されまし

た。

　イベントには大人から子供まで約７０人が参加し、

ガタスキーやクイズ大会などを楽しみました。

　潟を踏むことで耕され、生き物が住みやすい環境に

なる効果もあることから、参加者は積極的に干潟の中

を動き回りました。

　参加された人は「潟をたくさん踏むことができた。

疲れたが楽しかった」「ムツゴロウを間近に見られて

嬉しかった。有明海の生き物をこれからも大切にした

い」と話されました。

全国緑の少年団活動発表大会
『優良賞』受賞 伝達式
鹿島市古枝緑の少年団

株式会社佐賀新聞社と地域循環共生圏に関する包括連携協定を結びました 

　ラムサール条約に登録されている有明海の干潟など豊か

な自然環境を生かして地域を元気にしていこうと、佐賀新

聞社と市ラムサール条約推進協議会、鹿島市は９月１３日

に包括連携協定を結びました。

　協定では『地域循環共生圏』をキーワードに持続可能な

地域づくりと地域の活性化、森・里・川・海・干潟をつな

ぐ自然の魅力を発信していくことを確認し協定書を交わし

ました。

■地域循環共生圏

　環境に配慮し、持続可能な形で地域社会や経済を循環さ

　せることを目指す考え方

　ラムサール条約に登録されている有明海の干潟など豊か

な自然環境を生かして地域を元気にしていこうと、佐賀新

聞社と市ラムサール条約推進協議会、鹿島市は９月１３日

に包括連携協定を結びました。

　協定では『地域循環共生圏』をキーワードに持続可能な

地域づくりと地域の活性化、森・里・川・海・干潟をつな

ぐ自然の魅力を発信していくことを確認し協定書を交わし

ました。

■地域循環共生圏

　環境に配慮し、持続可能な形で地域社会や経済を循環さ

　せることを目指す考え方
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新型コロナウイルスワクチン接種について

ワクチンの必要性ワクチンの必要性
◉ご自身のためだけでなく、医療機関の負担を減らすための重要な手段にもなります。

　また、家族や友人や同僚を守ることにつながります。

◉若年層の人の感染が増加しており、若年層の人のワクチン接種は意義が高いと考えられます。

　　　　　鹿島市新型コロナウイルスワクチン接種推進室（鹿島市保健センター内）

　　　　　☎０９５４（６８）０００２　℻０９５４（６３）２１３５　

詳しくは

ワクチンの副反応ワクチンの副反応

　副反応の症状のほとんどは、接種後数日以内に回復します。

　臨床試験の結果から分かっている副反応は、頻度の高いものから順に『接種部の痛み』

　『だるさ（倦怠感）』『頭痛』『筋肉痛』『寒気』です。

　今年で第５３回を迎える鹿島市文化祭は、伝統をいしずえに知識と教養を深め、花と緑を愛して感謝と思いやり

の心を育み、清新な文化と活力あるまちを目指しています。私ども会員が文化活動の成果を発表・展示します。

　新型コロナウイルス感染症対策を徹底して対応をいたしますので、お越しください。

鹿島市文化祭のご案内 10 月 29 日（金）～ 31 日（日）
11 月　3 日（祝）

　鹿島市文化連盟事務局　☎０９５４（６０）４３０５詳しくは

エ
イ
ブ
ル
会
場

エイブルホール　２階

10時

・フラ・Ｈａｕ’ｏｌｉ

10時30分　　　　

・大正琴鹿島ブルースカイ

11時40分　　　

・不知火太鼓

14時　　　   　

・祥寿会（長唄三味線）

15時

・若柳流東会（日本舞踊）

16時　　　   　　　

・吟剣詩舞一葉会

16時40分

・アンサンブル・弦

（ギター＆マンドリン

　＆ハーモニカ）

　　　   　　　

菊花展（鹿島市菊花同好会）

ホール前会場　２階

音楽スタジオ　２階 鹿島錦展（鹿島錦保存会）

和室（茶室）　２階 表千家流（茶道） 裏千家鹿島淡桜会（茶道） 皇風煎茶禮式（茶道）

交流プラザ　　２階 写真展（むつごろうフォートス）

生活工房　　　３階 美術・陶芸作品展（鹿島美術人協会）

研修室Ａ・Ｂ　３階 書道展（鹿島書の会・猶與書道会）

と　こ　ろ 10 月２9 日（金） 10 月３0 日（土） 10 月 31 日（日） 11 月３日（祝）

10時

・長唄碧洲会

（長唄三味線）　

11時

・筝曲雛菊会　

13時

・日本舞踊藤松会

15時　　　　　　　

・鹿島日本舞踊協会

　　　　　　　

11時

・鹿島モアナハワイアンズ

13時　　　　　　

・佐賀岳誠会（吟詠）

13時55分　　　　

・佐賀岳翠会（吟詠）

14時25分　　　　

・鹿島岳精会（吟詠）

15時15分　　　   　

・フロッグコーラス

15時45分

・女声コーラスさくら

16時45分　　　   　

・鹿島混声合唱団

17時35分　　　   　

・ＣＦフルートクラブ

10 時

・開会式

10時30分

・アトラクション

（民謡平成会鹿島）

　　　

エントランスロビー　１階

菊花展・短歌・俳句（鹿島菊花同好会・かしま短歌会・鹿島俳句会）

小中学生美術・書道展

エイブル玄関前　１階

ララベル催事場  

吉田能舞台

華道展（小原流・池坊）

謡曲 10時～17時

❖川柳展示（鹿島川柳会）　11月13日（土）14時～16時　かたらい小会議室（見学自由）

　ワクチン接種について聞く情報の中には、メリットではなくデメリットに関するニュースもある

と思います。あくまでもワクチン接種については個人の意思に基づくものです。ワクチンに関する

正しい知識をもち、接種をうけるかどうかご判断ください。

ワクチンの効果ワクチンの効果
①発症予防効果　②重症化予防効果　③感染予防効果

　ワクチン接種によるメリットが副反応のリスクより大きいため、接種が推奨されています

◉薬事承認前の臨床試験において、ファイザー社製のワクチンは約９５％、武田／モデルナ社の

　ワクチンでは約９４％の発症予防効果が確認されています。

◉ワクチン接種後に新型コロナウイルスに感染した人は、ワクチン未接種で感染した人と比べて

　重症化しにくく、周囲にも感染を広げにくいと考えられています。

□未接種または１回接種で鹿島市へ転入された方へ

　鹿島市の接種券を発行いたしますので、前住所で発行された

接種券をご持参の上、保健センターへお越しください。

□体調不良等で２回目の接種が保留になっている方へ

　新型コロナワクチンの２回目接種が体調不良等でできず、その

後予約ができていない方は下記までご相談ください。
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情報掲示板ワイド情報掲示板ワイド

　１０月から市内循環バスの車両がマイクロバスから低床（ノン

ステップ）バスへ変わります。

　低床（ノンステップ）バスは、バスの乗り降りに段差を感じる

ことなく利用できる車両です。

　高齢者や障がいのある人など、皆さんに乗りやすい車両となっ

ていますので、ぜひご利用ください！

お
知
ら
せ

市内循環バス　運行車両が変わります！

　企画財政課企画係　☎０９５４（６３）２１０１詳しくは

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

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

⦿市内循環バス　　　　１０月４日（月）・５日（火）・６日（水）・７日（木）・８日（金）・９日（土）
⦿高津原のりあいタクシー　１０月５日（火）・７日（木）・９日（土）
⦿予約型のりあいタクシー　１０月４日（月）・５日（火）・６日（水）・７日（木）・８日（金）

対　象　学生（小学・中学・高校生）、満 65 歳以上の高齢者（昭和 32 年４月１日以前生まれの人）、運転免許自主返納者、

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

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

期間限定

　企画財政課企画係　☎０９５４（６３）２１０１詳しくは

お
知
ら
せ

新規設置する河川監視カメラの映像が視聴できます
お
知
ら
せ

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

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

者等の加入促進を目的として、農業経営収入保険の保険料の一部について、補助を行います。この機会に補助金

を活用し、ぜひ収入保険に加入しましょう。

対　　象　令和４年に向けて収入保険に加入し、保険料を

　　　　　納付する人、また、市税を完納している人

給　付　額　保険料の個人負担分の８割以内（上限１０万円）

　　　　　※積立金、付加保険料（事務費）を除く

申請期限　令和４年３月 15 日（火）

必要書類　◇補助金申請に関する書類一式

　　　　　◇滞納のない証明

　　　　　◇収入保険への加入を確認できる書類

　農林水産課農政係　☎０９５４（６３）３４１３詳しくは

《収入保険加入について》　農業共済組合　☎０９５４（６２）２７３９

発売期間　１０月２２日（金）まで　　抽選日　１０月２９日（金）

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

１等３千万円も同時発売です。この宝くじの収益金は市町村の明るいまちづくりや環境対策、高齢化対策な

ど、地域住民の福祉向上のために使われます。

ハロウィンジャンボ宝くじ１等・前後賞合わせて５億円！

　佐賀県市町村振興協会　☎０９５２（２５）１９１３詳しくは

募

　集
令和４年度チャレンジショップ出店者を募集します

　祐徳門前商店街の活性化を目的として、商店街の空き店舗を活用した『チャレンジショップ事業』の出店者を

募集します。将来自分のお店を出店したい人や、新たにお店を開業したい人を募集します。店舗経営のバック

アップもありますので、奮ってご応募ください。

募集期間　10 月８日（金）～ 11 月 12 日（金）

出店期間　令和４年４月 1 日（金）～令和５年３月 31 日（金）

出店場所　祐徳門前商店街 旧不二屋（家督屋の道向かい）

業　　種　小売・飲食・サービス業等

使　用　料　家賃 10,000 円／月

※その他の水道光熱費や火災保険料

　などは自己負担
　祐徳門前商店街（ゆうとく庵）　☎０８０（１５３２）３２４０詳しくは 詳しくはコチラ☝

　鹿島市と㈱ネット鹿島および㈱水城電気では、災害時における河川水位や水流の状況を安全に確認することが

できるようにするため、河川監視カメラの設置事業に取り組んでいます。

　これまでの古場切橋（浜川）、浜大橋（浜川）、桜大橋（鹿島川）、巌橋（中川）に加え、１０月からは、琵

琶岬橋（母ヶ浦川）、音成保育園付近（黒木川）とＪＲ鉄橋付近（飯田川）の様子を新たに視聴できる予定です。

【河川監視カメラの視聴方法（ケーブルテレビ）】

　①テレビの電源を入れ、

　　ケーブルテレビ（チャンネル１１）を選ぶ

　　※通常の番組が放映されています

　②お手持ちのリモコンの、『選局』の上側のボタン

　　を１回押す

　③画面が切り替わり、河川の様子がご覧になれます

　　※画面が小さくなったら、緑ボタンを押せば全画

　　　面に戻ります

　❖視聴は、梅雨時期（５月頃）～台風時期（11 月頃）　

　　までの災害危険性が高まった期間となります

　総務課防災係　☎０９５４（６３）２１１２詳しくは

①チャンネル”１１”の

　ボタンを押す

②『選局』の”上”の

　ボタンを押す

③河川監視カメラ

　の画面

佐賀県が設置している河川監視カメラや水位観測情報もご利用ください すい坊くん 検索
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　１０月から市内循環バスの車両がマイクロバスから低床（ノン

ステップ）バスへ変わります。

　低床（ノンステップ）バスは、バスの乗り降りに段差を感じる

ことなく利用できる車両です。

　高齢者や障がいのある人など、皆さんに乗りやすい車両となっ

ていますので、ぜひご利用ください！

お
知
ら
せ

市内循環バス　運行車両が変わります！

　企画財政課企画係　☎０９５４（６３）２１０１詳しくは

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

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

⦿市内循環バス　　　　１０月４日（月）・５日（火）・６日（水）・７日（木）・８日（金）・９日（土）
⦿高津原のりあいタクシー　１０月５日（火）・７日（木）・９日（土）
⦿予約型のりあいタクシー　１０月４日（月）・５日（火）・６日（水）・７日（木）・８日（金）

対　象　学生（小学・中学・高校生）、満 65 歳以上の高齢者（昭和 32 年４月１日以前生まれの人）、運転免許自主返納者、

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

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

期間限定

　企画財政課企画係　☎０９５４（６３）２１０１詳しくは

お
知
ら
せ

新規設置する河川監視カメラの映像が視聴できます
お
知
ら
せ

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

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

者等の加入促進を目的として、農業経営収入保険の保険料の一部について、補助を行います。この機会に補助金

を活用し、ぜひ収入保険に加入しましょう。

対　　象　令和４年に向けて収入保険に加入し、保険料を

　　　　　納付する人、また、市税を完納している人

給　付　額　保険料の個人負担分の８割以内（上限１０万円）

　　　　　※積立金、付加保険料（事務費）を除く

申請期限　令和４年３月 15 日（火）

必要書類　◇補助金申請に関する書類一式

　　　　　◇滞納のない証明

　　　　　◇収入保険への加入を確認できる書類

　農林水産課農政係　☎０９５４（６３）３４１３詳しくは

《収入保険加入について》　農業共済組合　☎０９５４（６２）２７３９

発売期間　１０月２２日（金）まで　　抽選日　１０月２９日（金）

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

１等３千万円も同時発売です。この宝くじの収益金は市町村の明るいまちづくりや環境対策、高齢化対策な

ど、地域住民の福祉向上のために使われます。

ハロウィンジャンボ宝くじ１等・前後賞合わせて５億円！

　佐賀県市町村振興協会　☎０９５２（２５）１９１３詳しくは

募

　集
令和４年度チャレンジショップ出店者を募集します

　祐徳門前商店街の活性化を目的として、商店街の空き店舗を活用した『チャレンジショップ事業』の出店者を

募集します。将来自分のお店を出店したい人や、新たにお店を開業したい人を募集します。店舗経営のバック

アップもありますので、奮ってご応募ください。

募集期間　10 月８日（金）～ 11 月 12 日（金）

出店期間　令和４年４月 1 日（金）～令和５年３月 31 日（金）

出店場所　祐徳門前商店街 旧不二屋（家督屋の道向かい）

業　　種　小売・飲食・サービス業等

使　用　料　家賃 10,000 円／月

※その他の水道光熱費や火災保険料

　などは自己負担
　祐徳門前商店街（ゆうとく庵）　☎０８０（１５３２）３２４０詳しくは 詳しくはコチラ☝

　鹿島市と㈱ネット鹿島および㈱水城電気では、災害時における河川水位や水流の状況を安全に確認することが

できるようにするため、河川監視カメラの設置事業に取り組んでいます。

　これまでの古場切橋（浜川）、浜大橋（浜川）、桜大橋（鹿島川）、巌橋（中川）に加え、１０月からは、琵

琶岬橋（母ヶ浦川）、音成保育園付近（黒木川）とＪＲ鉄橋付近（飯田川）の様子を新たに視聴できる予定です。

【河川監視カメラの視聴方法（ケーブルテレビ）】

　①テレビの電源を入れ、

　　ケーブルテレビ（チャンネル１１）を選ぶ

　　※通常の番組が放映されています

　②お手持ちのリモコンの、『選局』の上側のボタン

　　を１回押す

　③画面が切り替わり、河川の様子がご覧になれます

　　※画面が小さくなったら、緑ボタンを押せば全画

　　　面に戻ります

　❖視聴は、梅雨時期（５月頃）～台風時期（11 月頃）　

　　までの災害危険性が高まった期間となります

　総務課防災係　☎０９５４（６３）２１１２詳しくは

①チャンネル”１１”の

　ボタンを押す

②『選局』の”上”の

　ボタンを押す

③河川監視カメラ

　の画面

佐賀県が設置している河川監視カメラや水位観測情報もご利用ください すい坊くん 検索
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　本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍などを、本人の代理人や第三者など本人以外の者に交付したときに、事

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

の制度です。通知を希望する人は、事前に登録申し込みが必要です。

お
知
ら
せ

　市民課市民年金係　☎０９５４（６３）２１１７詳しくは

『本人通知制度』を実施しています

受付場所　市役所１階市民課

通知する内容

　⦿証明書を交付した年月日

　⦿証明書の種別・枚数

　⦿交付請求者（代理人・第三者）の区別

　※ただし、交付請求者の氏名、住所は通知しません

通知の対象となる証明書

　⦿住民票の写し（除票・改製原住民票を含む）

　⦿住民票記載事項証明書

　⦿戸籍（除籍・改製原戸籍を含む）

　⦿戸籍の附票（除附票・改製原附票を含む）

登録できる人　鹿島市に住民票または戸籍がある人

　　　　　　　（除籍された人など、鹿島市の戸籍に記載されている人を含む）

　　　　　　　※同一世帯・戸籍であっても個人単位の申し込み

登録に必要なもの

　⦿事前登録申込書（市民課または市ホームページにあります）

　⦿本人確認書類（運転免許証やパスポート、

　　　　　　　　　　マイナンバーカードなど）

　⦿委任状（代理人の場合のみ）

　⦿戸籍（未成年者の場合のみ）

　※未成年者は、親権者が申し込むことができますが、関係のわか

　　る戸籍が必要です（本籍が鹿島市の場合、省略可）

お
知
ら
せ

遊休農地の利用意向調査にご協力をお願いします

　７月から８月にかけて、農業委員会で農地パトロール（利用状

況調査）を行いました。今回と過去の利用状況調査で遊休農地と

判断された農地の持ち主には、利用意向の調査票を郵送します。

　回答は選択肢から番号を選んで記入していただき返信用封筒で

返送してください。ご協力よろしくお願いします。

遊休農地の利用意向調査とは

　農地法第３２条第１項の規定に基づいて行

う『利用意向調査』で、今後遊休農地から荒

廃農地へ進む前に農地をどのように利用され

るかの意向をお伺いする調査です。

〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３番地１　鹿島市役所２階

　　　　　　　　　　農業委員会事務局　☎０９５４（６３）３４１７

詳しくは

　平成２６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『２６』から始まる人

　　　　　《例》２６－１２３、２６－１２３４など

※水道を中止している人は、平成２６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。

　右の表のとおり一定面積以上の土地について売買など

の取引をした場合には、国土利用計画法により、契約締

結日を含め２週間以内に、買主が土地の利用目的および

取引価格等を届け出なければなりません。

　県では、その利用目的が公表されている土地利用に関

する計画に適合しているかなどを審査し、場合によって

は利用目的の変更を勧告することがあります。

　届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰則が科せ

られることがあります。

お
知
ら
せ

１０月は『土地月間』です
一定面積以上の土地の売買などには届出が必要です

届出義務者　買主

届出の時期　契約締結日を含め２週間以内

届　出　先　土地の所在する市町村

罰　　　則　６カ月以下の懲役

　　　　　　　または100万円以下の罰金

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

市街化区域　　　　　　　　　　 2,000㎡以上

市街化区域以外の都市計画区域　 5,000㎡以上

都市計画区域以外の区域　　　　10,000㎡以上

　鹿島市シルバー人材センターは、経験と知識を活かし、お互い協力し合いながら組織的に働くことで、生きが

いを持って地域社会に貢献するということを理念としています。

　仕事がしたいが、いろんな事情で就職が難しい人や空いた時間を有効に活かしたい人、短時間の仕事を希望さ

れる人は、ぜひ鹿島市シルバー人材センターへご相談ください。　

お
知
ら
せ

鹿島市シルバー人材センターでお仕事をしませんか
～豊かな知識と経験を活かしてみませんか～

　対　　象　60歳以上の健康で働く意欲のある市民

　仕事内容　◉短時間の仕事、専門知識がなくても可能な仕事

　　　　　　◉福祉・家事援助サービスや農作業のお手伝いの仕事

　　　　　　◉公共施設の受付の仕事

　　　　　　◉仕事の経験を活かす専門的な仕事

　　　　　　　など、さまざまな需要があり、センターが請けた

　　　　　　　各種の仕事から、希望に合う仕事をご案内します。

〒８４９－１３１２　

鹿島市大字納富分３２０９番地２

鹿島市シルバー人材センター

☎０９５４（６３）０９７０

詳しくは

動物の遺棄や傷つける行為は法律違反です！
　犬や猫、ウサギ、インコ、爬虫類などのペット（愛護動物）

を迎えるときは『終生飼育の義務』があります。

 飼えなくなったといって遺棄（捨てる）することは〔動物愛

護及び管理に関する法律〕違反となり、最大５００万円以下の

罰金または５年以下の懲役になります。飼えなくなった場合は、

新しい飼い主を探すなど、責任を持って育てましょう。

　ペット以外にも魚類のブルーギルや

植物のオオキンケイギクに代表される

特定外来生物は、生態系に影響を及ぼ

す恐れがあるため、野外に放つことや

栽培することが〔外来生物法〕により

原則禁止されています。

　違反した場合は個人で最大３００万

円以下の罰金または３年以下の懲役と

なる場合があります。

　九州地方環境事務所

　☎０９６（３２２）２４１３

詳しくは

　環境下水道課環境係

　☎０９５４（６３）３４１６

詳しくは
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　本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍などを、本人の代理人や第三者など本人以外の者に交付したときに、事

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

の制度です。通知を希望する人は、事前に登録申し込みが必要です。

お
知
ら
せ

　市民課市民年金係　☎０９５４（６３）２１１７詳しくは

『本人通知制度』を実施しています

受付場所　市役所１階市民課

通知する内容

　⦿証明書を交付した年月日

　⦿証明書の種別・枚数

　⦿交付請求者（代理人・第三者）の区別

　※ただし、交付請求者の氏名、住所は通知しません

通知の対象となる証明書

　⦿住民票の写し（除票・改製原住民票を含む）

　⦿住民票記載事項証明書

　⦿戸籍（除籍・改製原戸籍を含む）

　⦿戸籍の附票（除附票・改製原附票を含む）

登録できる人　鹿島市に住民票または戸籍がある人

　　　　　　　（除籍された人など、鹿島市の戸籍に記載されている人を含む）

　　　　　　　※同一世帯・戸籍であっても個人単位の申し込み

登録に必要なもの

　⦿事前登録申込書（市民課または市ホームページにあります）

　⦿本人確認書類（運転免許証やパスポート、

　　　　　　　　　　マイナンバーカードなど）

　⦿委任状（代理人の場合のみ）

　⦿戸籍（未成年者の場合のみ）

　※未成年者は、親権者が申し込むことができますが、関係のわか

　　る戸籍が必要です（本籍が鹿島市の場合、省略可）

お
知
ら
せ

遊休農地の利用意向調査にご協力をお願いします

　７月から８月にかけて、農業委員会で農地パトロール（利用状

況調査）を行いました。今回と過去の利用状況調査で遊休農地と

判断された農地の持ち主には、利用意向の調査票を郵送します。

　回答は選択肢から番号を選んで記入していただき返信用封筒で

返送してください。ご協力よろしくお願いします。

遊休農地の利用意向調査とは

　農地法第３２条第１項の規定に基づいて行

う『利用意向調査』で、今後遊休農地から荒

廃農地へ進む前に農地をどのように利用され

るかの意向をお伺いする調査です。

〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３番地１　鹿島市役所２階

　　　　　　　　　　農業委員会事務局　☎０９５４（６３）３４１７

詳しくは

　平成２６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『２６』から始まる人

　　　　　《例》２６－１２３、２６－１２３４など

※水道を中止している人は、平成２６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。

　右の表のとおり一定面積以上の土地について売買など

の取引をした場合には、国土利用計画法により、契約締

結日を含め２週間以内に、買主が土地の利用目的および

取引価格等を届け出なければなりません。

　県では、その利用目的が公表されている土地利用に関

する計画に適合しているかなどを審査し、場合によって

は利用目的の変更を勧告することがあります。

　届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰則が科せ

られることがあります。

お
知
ら
せ

１０月は『土地月間』です
一定面積以上の土地の売買などには届出が必要です

届出義務者　買主

届出の時期　契約締結日を含め２週間以内

届　出　先　土地の所在する市町村

罰　　　則　６カ月以下の懲役

　　　　　　　または100万円以下の罰金

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

市街化区域　　　　　　　　　　 2,000㎡以上

市街化区域以外の都市計画区域　 5,000㎡以上

都市計画区域以外の区域　　　　10,000㎡以上

　鹿島市シルバー人材センターは、経験と知識を活かし、お互い協力し合いながら組織的に働くことで、生きが

いを持って地域社会に貢献するということを理念としています。

　仕事がしたいが、いろんな事情で就職が難しい人や空いた時間を有効に活かしたい人、短時間の仕事を希望さ

れる人は、ぜひ鹿島市シルバー人材センターへご相談ください。　

お
知
ら
せ

鹿島市シルバー人材センターでお仕事をしませんか
～豊かな知識と経験を活かしてみませんか～

　対　　象　60歳以上の健康で働く意欲のある市民

　仕事内容　◉短時間の仕事、専門知識がなくても可能な仕事

　　　　　　◉福祉・家事援助サービスや農作業のお手伝いの仕事

　　　　　　◉公共施設の受付の仕事

　　　　　　◉仕事の経験を活かす専門的な仕事

　　　　　　　など、さまざまな需要があり、センターが請けた

　　　　　　　各種の仕事から、希望に合う仕事をご案内します。

〒８４９－１３１２　

鹿島市大字納富分３２０９番地２

鹿島市シルバー人材センター

☎０９５４（６３）０９７０

詳しくは

動物の遺棄や傷つける行為は法律違反です！
　犬や猫、ウサギ、インコ、爬虫類などのペット（愛護動物）

を迎えるときは『終生飼育の義務』があります。

 飼えなくなったといって遺棄（捨てる）することは〔動物愛

護及び管理に関する法律〕違反となり、最大５００万円以下の

罰金または５年以下の懲役になります。飼えなくなった場合は、

新しい飼い主を探すなど、責任を持って育てましょう。

　ペット以外にも魚類のブルーギルや

植物のオオキンケイギクに代表される

特定外来生物は、生態系に影響を及ぼ

す恐れがあるため、野外に放つことや

栽培することが〔外来生物法〕により

原則禁止されています。

　違反した場合は個人で最大３００万

円以下の罰金または３年以下の懲役と

なる場合があります。

　九州地方環境事務所

　☎０９６（３２２）２４１３

詳しくは

　環境下水道課環境係

　☎０９５４（６３）３４１６

詳しくは
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✿おくすりノートを持っていきましょう

日曜・祝日および１月１日～３日
（９時～１７時）

鹿島市休日こどもクリニック

（高津原）

☎０９５４（６３）１８３８

毎日
（１９時～２１時）

武雄地区休日急患センター

（武雄市武雄町大字昭和300）

☎０９５４（２２）５５９９

水曜日（１月１日～３日を除く）
（１９時～２１時）

鹿島時間外こどもクリニック

（高津原：鹿島市休日こどもクリニック内）

☎０９５４（６３）１８３８

※変更になる場合がありますので、受診の際は事

　前に杵藤地区消防本部救急医療情報案内また

　は在宅医へ電話で確認してください

　　杵藤地区消防本部救急医療情報案内

　　☎０９５４（２２）４２０７

□子どもの健診

４か月児健診
（令和3年6月生まれ）

１歳６か月児健診
（令和2年3月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成30年3月生まれ）

27 日（水）

28 日（木）

7 日（木）

13時10分～13時30分

持参品　母子健康手帳、アンケート、バスタオル
内　容　身体測定、育児相談、小児科医の診察

持参品　母子健康手帳、問診票、アンケート
内　容　身体測定、育児相談、歯科・小児科医の診察
　　　　フッ化物塗布（希望者のみ）　

持参品　母子健康手帳、問診票、尿、アンケート
内　容　身体測定、育児相談、尿・目・耳の検査、
　　　　歯科・耳鼻科・小児科医の診察、フッ化物塗布（希望者のみ）

備考受付時間開催日行事名

場所：保健センター（エイブル１階）

□子育て・相談・教室 場所：保健センター（エイブル１階）

母子健康手帳交付 6・13・27 日（水） 10時～10時30分
内　容　手帳交付、説明会
対　象　市内在住の妊婦　※都合の悪い人はお電話ください

備考受付時間開催日行事名

２か月児相談 14 日（木） 13時30分～13時50分
内　容　体重測定、個別相談　※持参品：バスタオル等
対　象　令和３年８月生まれ　　　　　　（通知に記載）

赤ちゃん相談 13 日（水） 13時30分～14時30分
内　容　身体測定、個別相談（健康、栄養、歯科等）
対　象　乳幼児と保護者　※持参品：バスタオル

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

幼児食教室 12 日（火） 10時～10時30分
内　容　調理実習・試食等
対　象　1 歳 6 か月～就学前の児と保護者　※要予約

成人健康相談 ６日（水） ９時30分～10時30分
内　容　血圧測定、身体測定、検尿、健康相談
対　象　成人

２歳児フッ化物塗布 28 日（木） 13時40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 10 月生まれ（希望者のみ）

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

く ら し
の カレンダーカレンダー10月

October

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

2 日（土）
3 日（日）
9 日（土）

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

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
兼茂　　　　　　　　☎（６３）１６１６

✿おくすりノートを持っていきましょう

在宅当番医・当番薬局
受付時間　9時～17時
※受診の際は事前に在宅当番医へ電話で確認してください

夜　　間：杵藤地区消防本部救急医療情報案内
☎０９５４（２２）４２０７
※休日・夜間の小児救急医療は12ページをご覧ください

日 在宅当番医 当番薬局
別府整形外科　☎（６３）３０６３3 日（日） 溝上薬局西牟田店
薬師寺医院　☎（６３）５２８１10 日（日） アルナ薬局浜町店
志田病院　☎（６３）１２３６17 日（日） 溝上薬局北鹿島店
中村医院　☎（６３）９２３４24 日（日） おおぞら薬局

令和３年８月３１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

28,324

13,582

3,271

2,858

2,686

3,348

2,579

13,384

14,940

10,857

5,497

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

6 人 10 世帯

16 人 8 世帯

1,138 世帯 2 世帯

1,021 世帯

1,241 世帯

1,022 世帯

938 世帯

5 人

4 人

5 人

15 人

6 人

0 人

1 世帯

0 世帯

－ 1 世帯

2 世帯

－

－

－

市役所
保健センター

休館日はありません
市民交流プラザ

（かたらい）

子育て支援センター
（わ・わ・わ ぽっと）

生涯学習センター
（エイブル）

市民図書館

陸上競技場・市民球場・
社会体育館

産業活性化施設
（海道しるべ）

4 日（月）～ 8 日（金）、
11・18・25 日（月）、28 日（木）

5・12・19・26 日（火）

4・11・18・25 日（月）

小児時間外診療・在宅当番医小児時間外診療・在宅当番医

日 在宅当番医 所在地
中村医院　　　　　☎０９５４（６３）９２３４
森医院　　　　　　☎０９５４（４３）０７２５
田代医院　　　　　☎０９５４（６７）２１２０
稗田産婦人科　　　☎０９５４（６３）３３０９

12日
5日

19日
26日

鹿島市
嬉野市
太良町
鹿島市

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

子どもの健診、子育て・相談・教室子どもの健診、子育て・相談・教室

2・9・16・23・30 日（土）、
3・10・17・24・31 日（日）

4・11・18・25 日（月）

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

5・12・19・26 日（火）

－

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

納富病院　☎（６３）１１１７31 日（日） なごみ薬局

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可）

 　　　  　❖小学生専用の遊び場《わ・わ・わキッズゾーン》もあります

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
　ファミサポ交流会のお知らせです。
16 日（土）子どものスキンケアのお話　　
　　　　 会員限定７組（先着予約順）
みんなの出会いの場です。お気軽にどうぞ。

□ひろばの集い
　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。

10 月はママのリフレッシュタイムを

計画しました♡　自分だけのフォトフレ

ームを作りませんか？

と　き　６日（水）・20 日（水）

✿どちらか１回の申込となります

✿お誕生日祝いは 20 日（水）にします

時　間　11 時～ 11 時 45 分

場　所　かたらい３階和室

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





ＪＲ肥前鹿島駅周辺整備全体構想（案）に対するアンケート 

Ｑ１．性 別 ： ・男 性  ・ 女 性 ・回答しない 

Ｑ２．年 齢 ： ・10 歳代・20 歳代・30 歳代・40 歳代・50 歳代・60 歳代・70 歳代以上 

Ｑ３．住 所 ： ・鹿島市内（地 区 名：      地区） 

         ・鹿島市外（市町村名：      市・区・町・村） 

Ｑ４．職 業 ： ・学  生（学校名：         ） 

         ・会社員等（業 種：         ） 

         ・自 営 業（業 種：         ） 

         ・そ の 他（             ） 

Ｑ５．肥前鹿島駅の利用目的・頻度を教えてください 

     ※新型コロナ感染症拡大前の状況で回答してください。（ただし、学生の通学利用や学生の 

親の送迎利用は、現段階で回答してください。） 

利用目的 

（複数回答可） 

利用頻度 

（一つ選んでください） 

・通 学 ・通 勤 ・仕事(出張等) 

・観 光 ・通 院 ・送 迎 

・ショッピング ・レジャー 

・その他（         ） 

・毎週、数回程度利用している 

・毎月、数回程度利用している 

・年間、数回程度利用している 

・ここ数年、肥前鹿島駅を利用したことがない 

Ｑ６．ＪＲ肥前鹿島駅周辺整備全体構想（案）に対するご意見などを自由にお書きください 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

※このアンケート結果は、ＪＲ肥前鹿島駅舎及び駅周辺整備事業のために利用します。 

※いただいたご意見は、後日、鹿島市ホームページ等で公開します。 

※できればＷｅｂアンケートでご回答ください ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

 
【問合先・提出先】 鹿島市役所 都市建設課 

 電話：0954-63-3415 ＦＡＸ：0954-63-2313 

 住所：〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分 2643-1 



ＪＲ肥前鹿島駅周辺整備全体構想（案）に対するアンケート 

Ｑ１．性 別 ： ・男 性  ・ 女 性 ・回答しない 

Ｑ２．年 齢 ： ・10 歳代・20 歳代・30 歳代・40 歳代・50 歳代・60 歳代・70 歳代以上 

Ｑ３．住 所 ： ・鹿島市内（地 区 名：      地区） 

         ・鹿島市外（市町村名：      市・区・町・村） 

Ｑ４．職 業 ： ・学  生（学校名：         ） 

         ・会社員等（業 種：         ） 

         ・自 営 業（業 種：         ） 

         ・そ の 他（             ） 

Ｑ５．肥前鹿島駅の利用目的・頻度を教えてください 

     ※新型コロナ感染症拡大前の状況で回答してください。（ただし、学生の通学利用や学生の 

親の送迎利用は、現段階で回答してください。） 

利用目的 

（複数回答可） 

利用頻度 

（一つ選んでください） 

・通 学 ・通 勤 ・仕事(出張等) 

・観 光 ・通 院 ・送 迎 

・ショッピング ・レジャー 

・その他（         ） 

・毎週、数回程度利用している 

・毎月、数回程度利用している 

・年間、数回程度利用している 

・ここ数年、肥前鹿島駅を利用したことがない 

Ｑ６．ＪＲ肥前鹿島駅周辺整備全体構想（案）に対するご意見などを自由にお書きください 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

※このアンケート結果は、ＪＲ肥前鹿島駅舎及び駅周辺整備事業のために利用します。 

※いただいたご意見は、後日、鹿島市ホームページ等で公開します。 

※できればＷｅｂアンケートでご回答ください ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

 
【問合先・提出先】 鹿島市役所 都市建設課 

 電話：0954-63-3415 ＦＡＸ：0954-63-2313 

 住所：〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分 2643-1 
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✿おくすりノートを持っていきましょう

日曜・祝日および１月１日～３日
（９時～１７時）

鹿島市休日こどもクリニック

（高津原）

☎０９５４（６３）１８３８

毎日
（１９時～２１時）

武雄地区休日急患センター

（武雄市武雄町大字昭和300）

☎０９５４（２２）５５９９

水曜日（１月１日～３日を除く）
（１９時～２１時）

鹿島時間外こどもクリニック

（高津原：鹿島市休日こどもクリニック内）

☎０９５４（６３）１８３８

※変更になる場合がありますので、受診の際は事

　前に杵藤地区消防本部救急医療情報案内また

　は在宅医へ電話で確認してください

　　杵藤地区消防本部救急医療情報案内

　　☎０９５４（２２）４２０７

□子どもの健診

４か月児健診
（令和3年6月生まれ）

１歳６か月児健診
（令和2年3月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成30年3月生まれ）

27 日（水）

28 日（木）

7 日（木）

13時10分～13時30分

持参品　母子健康手帳、アンケート、バスタオル
内　容　身体測定、育児相談、小児科医の診察

持参品　母子健康手帳、問診票、アンケート
内　容　身体測定、育児相談、歯科・小児科医の診察
　　　　フッ化物塗布（希望者のみ）　

持参品　母子健康手帳、問診票、尿、アンケート
内　容　身体測定、育児相談、尿・目・耳の検査、
　　　　歯科・耳鼻科・小児科医の診察、フッ化物塗布（希望者のみ）

備考受付時間開催日行事名

場所：保健センター（エイブル１階）

□子育て・相談・教室 場所：保健センター（エイブル１階）

母子健康手帳交付 6・13・27 日（水） 10時～10時30分
内　容　手帳交付、説明会
対　象　市内在住の妊婦　※都合の悪い人はお電話ください

備考受付時間開催日行事名

２か月児相談 14 日（木） 13時30分～13時50分
内　容　体重測定、個別相談　※持参品：バスタオル等
対　象　令和３年８月生まれ　　　　　　（通知に記載）

赤ちゃん相談 13 日（水） 13時30分～14時30分
内　容　身体測定、個別相談（健康、栄養、歯科等）
対　象　乳幼児と保護者　※持参品：バスタオル

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

幼児食教室 12 日（火） 10時～10時30分
内　容　調理実習・試食等
対　象　1 歳 6 か月～就学前の児と保護者　※要予約

成人健康相談 ６日（水） ９時30分～10時30分
内　容　血圧測定、身体測定、検尿、健康相談
対　象　成人

２歳児フッ化物塗布 28 日（木） 13時40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 10 月生まれ（希望者のみ）

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

く ら し
の カレンダーカレンダー10月

October

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

2 日（土）
3 日（日）
9 日（土）

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

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
兼茂　　　　　　　　☎（６３）１６１６

✿おくすりノートを持っていきましょう

在宅当番医・当番薬局
受付時間　9時～17時
※受診の際は事前に在宅当番医へ電話で確認してください

夜　　間：杵藤地区消防本部救急医療情報案内
☎０９５４（２２）４２０７
※休日・夜間の小児救急医療は12ページをご覧ください

日 在宅当番医 当番薬局
別府整形外科　☎（６３）３０６３3 日（日） 溝上薬局西牟田店
薬師寺医院　☎（６３）５２８１10 日（日） アルナ薬局浜町店
志田病院　☎（６３）１２３６17 日（日） 溝上薬局北鹿島店
中村医院　☎（６３）９２３４24 日（日） おおぞら薬局

令和３年８月３１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

28,324

13,582

3,271

2,858

2,686

3,348

2,579

13,384

14,940

10,857

5,497

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

6 人 10 世帯

16 人 8 世帯

1,138 世帯 2 世帯

1,021 世帯

1,241 世帯

1,022 世帯

938 世帯

5 人

4 人

5 人

15 人

6 人

0 人

1 世帯

0 世帯

－ 1 世帯

2 世帯

－

－

－

市役所
保健センター

休館日はありません
市民交流プラザ

（かたらい）

子育て支援センター
（わ・わ・わ ぽっと）

生涯学習センター
（エイブル）

市民図書館

陸上競技場・市民球場・
社会体育館

産業活性化施設
（海道しるべ）

4 日（月）～ 8 日（金）、
11・18・25 日（月）、28 日（木）

5・12・19・26 日（火）

4・11・18・25 日（月）

小児時間外診療・在宅当番医小児時間外診療・在宅当番医

日 在宅当番医 所在地
中村医院　　　　　☎０９５４（６３）９２３４
森医院　　　　　　☎０９５４（４３）０７２５
田代医院　　　　　☎０９５４（６７）２１２０
稗田産婦人科　　　☎０９５４（６３）３３０９

12日
5日

19日
26日

鹿島市
嬉野市
太良町
鹿島市

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

子どもの健診、子育て・相談・教室子どもの健診、子育て・相談・教室

2・9・16・23・30 日（土）、
3・10・17・24・31 日（日）

4・11・18・25 日（月）

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

5・12・19・26 日（火）

－

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

納富病院　☎（６３）１１１７31 日（日） なごみ薬局

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可）

 　　　  　❖小学生専用の遊び場《わ・わ・わキッズゾーン》もあります

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
　ファミサポ交流会のお知らせです。
16 日（土）子どものスキンケアのお話　　
　　　　 会員限定７組（先着予約順）
みんなの出会いの場です。お気軽にどうぞ。

□ひろばの集い
　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。

10 月はママのリフレッシュタイムを

計画しました♡　自分だけのフォトフレ

ームを作りませんか？

と　き　６日（水）・20 日（水）

✿どちらか１回の申込となります

✿お誕生日祝いは 20 日（水）にします

時　間　11 時～ 11 時 45 分

場　所　かたらい３階和室

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
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文化・スポーツの結果 このごみどの袋・人権の輪

No.161

　環境下水道課環境係

　☎０９５４（６３）３４１６

詳しくは

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

日は『食品ロス削減の日』と定められました。

　本来、食べられるのに捨てられる食品が国内で年間６４３万トンで、約半分は家庭から可燃ごみとして

排出されています。国民１人当たりでは、年間５１㎏（１日当たり約茶碗１杯）に換算されます。

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

出典：農林水産省

◉買うのは、使いきれる分だけ

◉調理するのは、使いきれる分だけ

◉注文するのは、食べきれる分だけ

できることからはじめよう！できることからはじめよう！

学 校 だ よ り

　　西部中学校

No.293

～九州中体連に出場して～

　多くの部活動が中体連県大会で好

成績を残し、そのうち５つの部が九

州大会出場を果たしました。

＜ソフトボール部＞

　練習ではお互いぶつかり、すれ違

うこともありましたが、大会が近づ

くにつれて、部員一人一人の気持ち

が一つになったと感じました。この

チームで九州ベスト８に入れたこと

を誇りに思います。

＜バレーボール部＞

　九州大会出場という大きな目標に

向かってチーム一丸となって精一杯

日々の練習を悔いなく頑張り、多く

のことを学べました。今まで支えて

下さった方への感謝の気持ちを忘れ

ないようにしたいです。

＜男子ソフトテニス部＞

　大会に向けて励む中で、皆とチー

ムワークを深め、互いの絆を深めら

れました。テニス部の仲間たちへの

感謝の気持ちを忘れず試合中は全力

でプレーできました。

＜テニス部＞

　自分をここまで支えて下さった多

くの方々に感謝しています。九州大

会では思うような成績は残せません

でしたが、これからもテニスを続け

ていく糧になりました。

＜陸上競技部＞

　大会では緊張もなく、大会を楽し

むことができました。ここまでこら

れたことに親や顧問の先生にとても

感謝しています。
県大会で優勝・入賞した部活

考えてみましょう　
メンタルヘルス問題について

～１０月１０日は世界メンタルヘルスデー～
◆ご意見などをお寄せください

　人権・同和対策課　☎０９５４（６３）２１２６

　新型コロナウイルス感染症の世
界的流行を受け、令和２年夏の開
催日程から１年延期して東京２０
２０オリンピックと東京２０２０
パラリンピックが開催されました。
特に、パラリンピックは障がい者
を対象とした、もうひとつのオリ
ンピック(Parallel＋Olympic）です。
４年に一度、オリンピック競技大
会の終了直後に同じ場所で開催さ
れています。障がいのある人もな
い人もアスリートたちの活躍に感
動されたことと思います。
　昭和４１年に『体育の日』が制
定され、平成１１年までは『１０
月１０日』、平成１２年以降は
『１０月の第２月曜日』でした。

祝日法が改正され、令和２年に、
『スポーツの日』と変更されまし
た。
　さて、毎年『１０月１０日』は
『世界メンタルヘルスデー』です。
『メンタルヘルス』とはからだの
健康ではなく、こころの健康状態
を意味します。平成４年に『世界
精神保健連盟』(WFMH)が、メン
タルヘルス問題に関する世間の意
識を高め、偏見をなくすために、
この日を定めました。世界保健機
関(WHO)も協賛し、国際デーと
なっています。
　政府の新型コロナウイルス感染
症対策分科会『偏見・差別とプラ
イバシーに関するワーキンググ

ループ』の調査によると、新型コ
ロナウイルス禍における医療従事
者のメンタルヘルスに強い影響を
及ぼす差別や偏見が報告されてい
ます。例えば、医療従事者職員の
子どもに対するいじめ、保育園へ
の出入り禁止、職員がタクシー乗
車拒否にあった等々です。
　また、ＳＮＳ上でも残念ながら
医療従事者への誹謗中傷、噂話や
根拠のない情報の書き込みが多く
見られます。さらに日々の業務に
対応するなかで、ストレスを感じ
ることは当然のことです。日常と
は違う業務を任された場合は、特
にそのことをプレッシャーに感じ
られていることと思います。
　私たちは正しい情報を適切な方
法で入手し、メンタルヘルス問題
について考えることが大切なこと
ではないでしょうか。

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

みなびょうどう　すがたかたちが　ちがっても　　青木　楓華（鹿島小３年）
違っても　貴方であること　ほこらしい　　　　　髙松　昊耶（明倫小６年）

※学年は令和２年度人権標語
紹　介
人権標語
紹　介

 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

◇第43回九州中学校陸上競技大会

　開　催　日　８月４～６日（博多の森陸上競技場）

　【男子三段跳】２位　【男子走幅跳】　６位

　　　　　永渕　凱都（西部中３年）

◇没後30年 相田みつを全貌展～みつをが遺したもの～

　　佐賀新聞社賞　北島　楓奏（浜小６年）

　　《作品》  本は心の栄養なんだよなあ ふうか

◇西日本新聞ヤング川柳

　　三席　木原　颯詩（七浦小３年）

　　《作品》  はしがなきゃ たかとびぼうで とべばいい

　

◇ＪＡ杯第36回佐賀新聞学童オリンピック大会

　なぎなた競技

　開　催　日　７月22日（嬉野市社会文化会館リバティ）

　【演技競技 高学年の部】優勝　【団体試合】３位

　　　　　濵本　あみか（明倫小５年）

　【演技競技 高学年の部】３位　【団体試合】２位

　　　　　大谷　実穂（明倫小５年）

　【試合競技 低学年の部】３位

　　　　　濵本　まりか（明倫小３年）

　バレーボール競技

　開　催　日　７月 23 日（有田町文化体育館ほか）

　【Ａパート】

　　３位　明倫ジュニアバレーボールクラブ

　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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文化・スポーツの結果 このごみどの袋・人権の輪

No.161

　環境下水道課環境係

　☎０９５４（６３）３４１６

詳しくは

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

日は『食品ロス削減の日』と定められました。

　本来、食べられるのに捨てられる食品が国内で年間６４３万トンで、約半分は家庭から可燃ごみとして

排出されています。国民１人当たりでは、年間５１㎏（１日当たり約茶碗１杯）に換算されます。

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

出典：農林水産省

◉買うのは、使いきれる分だけ

◉調理するのは、使いきれる分だけ

◉注文するのは、食べきれる分だけ

できることからはじめよう！できることからはじめよう！

学 校 だ よ り

　　西部中学校

No.293

～九州中体連に出場して～

　多くの部活動が中体連県大会で好

成績を残し、そのうち５つの部が九

州大会出場を果たしました。

＜ソフトボール部＞

　練習ではお互いぶつかり、すれ違

うこともありましたが、大会が近づ

くにつれて、部員一人一人の気持ち

が一つになったと感じました。この

チームで九州ベスト８に入れたこと

を誇りに思います。

＜バレーボール部＞

　九州大会出場という大きな目標に

向かってチーム一丸となって精一杯

日々の練習を悔いなく頑張り、多く

のことを学べました。今まで支えて

下さった方への感謝の気持ちを忘れ

ないようにしたいです。

＜男子ソフトテニス部＞

　大会に向けて励む中で、皆とチー

ムワークを深め、互いの絆を深めら

れました。テニス部の仲間たちへの

感謝の気持ちを忘れず試合中は全力

でプレーできました。

＜テニス部＞

　自分をここまで支えて下さった多

くの方々に感謝しています。九州大

会では思うような成績は残せません

でしたが、これからもテニスを続け

ていく糧になりました。

＜陸上競技部＞

　大会では緊張もなく、大会を楽し

むことができました。ここまでこら

れたことに親や顧問の先生にとても

感謝しています。
県大会で優勝・入賞した部活

考えてみましょう　
メンタルヘルス問題について

～１０月１０日は世界メンタルヘルスデー～
◆ご意見などをお寄せください

　人権・同和対策課　☎０９５４（６３）２１２６

　新型コロナウイルス感染症の世
界的流行を受け、令和２年夏の開
催日程から１年延期して東京２０
２０オリンピックと東京２０２０
パラリンピックが開催されました。
特に、パラリンピックは障がい者
を対象とした、もうひとつのオリ
ンピック(Parallel＋Olympic）です。
４年に一度、オリンピック競技大
会の終了直後に同じ場所で開催さ
れています。障がいのある人もな
い人もアスリートたちの活躍に感
動されたことと思います。
　昭和４１年に『体育の日』が制
定され、平成１１年までは『１０
月１０日』、平成１２年以降は
『１０月の第２月曜日』でした。

祝日法が改正され、令和２年に、
『スポーツの日』と変更されまし
た。
　さて、毎年『１０月１０日』は
『世界メンタルヘルスデー』です。
『メンタルヘルス』とはからだの
健康ではなく、こころの健康状態
を意味します。平成４年に『世界
精神保健連盟』(WFMH)が、メン
タルヘルス問題に関する世間の意
識を高め、偏見をなくすために、
この日を定めました。世界保健機
関(WHO)も協賛し、国際デーと
なっています。
　政府の新型コロナウイルス感染
症対策分科会『偏見・差別とプラ
イバシーに関するワーキンググ

ループ』の調査によると、新型コ
ロナウイルス禍における医療従事
者のメンタルヘルスに強い影響を
及ぼす差別や偏見が報告されてい
ます。例えば、医療従事者職員の
子どもに対するいじめ、保育園へ
の出入り禁止、職員がタクシー乗
車拒否にあった等々です。
　また、ＳＮＳ上でも残念ながら
医療従事者への誹謗中傷、噂話や
根拠のない情報の書き込みが多く
見られます。さらに日々の業務に
対応するなかで、ストレスを感じ
ることは当然のことです。日常と
は違う業務を任された場合は、特
にそのことをプレッシャーに感じ
られていることと思います。
　私たちは正しい情報を適切な方
法で入手し、メンタルヘルス問題
について考えることが大切なこと
ではないでしょうか。

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

みなびょうどう　すがたかたちが　ちがっても　　青木　楓華（鹿島小３年）
違っても　貴方であること　ほこらしい　　　　　髙松　昊耶（明倫小６年）

※学年は令和２年度人権標語
紹　介
人権標語
紹　介

 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

◇第43回九州中学校陸上競技大会

　開　催　日　８月４～６日（博多の森陸上競技場）

　【男子三段跳】２位　【男子走幅跳】　６位

　　　　　永渕　凱都（西部中３年）

◇没後30年 相田みつを全貌展～みつをが遺したもの～

　　佐賀新聞社賞　北島　楓奏（浜小６年）

　　《作品》  本は心の栄養なんだよなあ ふうか

◇西日本新聞ヤング川柳

　　三席　木原　颯詩（七浦小３年）

　　《作品》  はしがなきゃ たかとびぼうで とべばいい

　

◇ＪＡ杯第36回佐賀新聞学童オリンピック大会

　なぎなた競技

　開　催　日　７月22日（嬉野市社会文化会館リバティ）

　【演技競技 高学年の部】優勝　【団体試合】３位

　　　　　濵本　あみか（明倫小５年）

　【演技競技 高学年の部】３位　【団体試合】２位

　　　　　大谷　実穂（明倫小５年）

　【試合競技 低学年の部】３位

　　　　　濵本　まりか（明倫小３年）

　バレーボール競技

　開　催　日　７月 23 日（有田町文化体育館ほか）

　【Ａパート】

　　３位　明倫ジュニアバレーボールクラブ

　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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　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　☎０９５４（６３）３３７３

詳しくは

　毎月１９日は『食育の日』です。

　市食生活改善推進協議会では、料理教室を

開催しています。

　どなたでも参加できますので、希望する人

は保健センターまでお申し込みください。

と　　き　10 月 19 日（火）10 時～ 14 時

と　こ　ろ　エイブル２階調理実習室

参　加　費　300円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾、マスク

申込期限　10 月 12 日（火）

食改さんの料理教室食改さんの料理教室

　65歳以上の人を対象に９月から地区の公民館

や保健センターで結核健康診断を行っています。

　対象地区の日程で健診を受けていない人は、ぜ

ひ受診してください。対象の人には、受診票（ハ

ガキ）を送付しています。

と　　き　10 月 11 日（月）９時 30 分～ 11 時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

そ　の　他　◆料金は無料です。

　　　　　◆受診票をお持ちでない人は、当日受

　　　　　　付で申し出ください。

　　　　　◆撮影のときは、薄手のシャツや肌着

　　　　　　を着用できますが、ボタンや刺繍、

　　　　　　金具の入ったものは着用できません。

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

国保の人の特定健診を行います。

希望する人は保健センターまでお

申し込みください。

特定健診を実施します特定健診を実施します

と　　き　11 月７日（日）

　　　　　受付８時 30 分～ 10時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

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・歯周疾患検診

料　　金　500円

　今年度、すでに国保特定健診を受診した人、国保

人間ドック・脳ドックの助成を受けた人は受診でき

ません。対象者には事前に受診票、受診券を配布し

ていますが、紛失した人はご連絡ください。

※歯周疾患検診も行いますので、歯磨きをして

　お越しください。

　市では次のようにインフルエンザ予防接種の費

用助成を行います。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　中学３年生までの子どもで希望する人

期　　間　10 月１日～ 12月 31 日

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）

接種場所　市内の実施医療機関と谷口医院（嬉野市）

❖期間内に上記接種場所以外で接種を受けた人に

　も、助成額を払い戻します

　①領収書、②印鑑、③通帳、④接種済証または母子

　健康手帳を持参のうえ、令和４年３月 31 日まで

　に保健センターへ申請してください。

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

　県内のインフルエンザ予防接種実施医療機関で受け

ることができます。希望する人は、事前に直接医療機

関へお申し込みください。

対　象　者　①65 歳以上で希望する人

　　　　　②60 ～ 64 歳で心臓・腎臓・呼吸器などに

　　　　　　重い障がいのある人

期　　間　10 月１日～ 12月 31 日

　　　　　※医療機関によって異なる場合があります

接種回数　１回

自己負担金　1,300 円（医療機関の窓口でお支払いください）

　　　　　※生活保護世帯および中国残留邦人支援給付世帯の人は無料

持　参　品　健康保険証（住所確認用）

　　　　　健康手帳またはおくすりノート（済証貼付用）

　　　　　新型コロナウイルスワクチン接種済証

　　　　　（接種間隔確認用）

高齢者の
　インフルエンザ予防接種
高齢者の
　インフルエンザ予防接種

胃がん検診
【対　象】40 歳以上

　　　　～ 79 歳以下

【内　容】

バリウムを飲み

レントゲン撮影

【自己負担金】1,100 円

肺がん検診
【対　象】40 歳以上

【内　容】

①胸部レントゲン撮影

②痰検査（問診で必要な人のみ）

【自己負担金】

①400 円 ②700 円

大腸がん検診
【対　象】40 歳以上

【内　容】

便の潜血検査

※受診当日に容器を配布

【自己負担金】

　　　　　600 円

前立腺がん検診
【対　象】50 歳以上

　　　　の男性

【内　容】血液検査

【自己負担金】

　　　　　700 円

　ご自身のため、ご家族のためにも、年に１回はがん検診を受け

ましょう。次の４種類のがん検診を同日で実施します。

（１種類から受診可能です）

　検診申込調査などにより申し込んだ人へ、８月に受診票を郵送

しています。新たに希望する人はご連絡ください。

　市民税非課税世帯・生活保護世帯の人、後期高齢者医療制度被

保険者の自己負担金は無料です。

がんセット検診を実施しますがんセット検診を実施します

受　　付　８時 30 分～ 10時 30 分（　　以外）

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

⦿都合が悪い場合は、都合のよい日に受診できます。（連絡不要）

⦿日程表の　　、　　の日を希望する人は、保健センターまで

　予約してください。

保健センター（エイブル１階）　☎０９５４（６３）３３７３申込・問合せ先

月　日 対　象　区

10 月 26 日
（火）

11月 24 日
（水）

10月 22 日
（金）

10月 25 日
（月）

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

月　日 対　象　区

10 月 19 日
（火）

10月 20 日
（水）

10月 21 日
（木）

筒口・大殿分・川内・山浦・本町・
乙丸・中村

10 月 24 日
（日）

高津原

井手・三部・新籠・常広・古城・
組方・江福・龍宿浦・嘉瀬浦・小宮道

東町・西牟田・新町・東塩屋・
西塩屋・西葉・矢答

令和４年
１月19日（水）

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

★未受診者検診
　希望する人は保健センターまで予約してください。

❖新型コロナウイルス感染症予防のため、受診時は

　マスクの着用、自宅での検温をお願いします。

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

と　　き　10 月 24 日（日）～ 26 日（火）受付８時 30 分～ 10 時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

内　　容　身長、体重、血圧測定、血液検査、尿検査、診察、

　　　　　がん検診（胃・肺・大腸・前立腺）

対　象　者　今年度 40 歳～ 74歳になる国保特定健診対象者で、

　　　　　がんセット検診を同時に受診する人

料　　金　特定健診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。

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

行成・重ノ木・大村方・中尾・中町・
八宿・森

★大腸がん検診のみ実施（予約不要）

大手・中牟田・横田・小舟津・世間

11 月 25 日
（木）

令和４年
１月19日（水）

執行分・井手分・馬渡・平仁田開拓

11 月 26 日
（金）

城内・若殿分・犬王袋・中川内・早ノ瀬・
上古枝・奥山・竹之木庭・北舟津
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　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　☎０９５４（６３）３３７３

詳しくは

　毎月１９日は『食育の日』です。

　市食生活改善推進協議会では、料理教室を

開催しています。

　どなたでも参加できますので、希望する人

は保健センターまでお申し込みください。

と　　き　10 月 19 日（火）10 時～ 14 時

と　こ　ろ　エイブル２階調理実習室

参　加　費　300円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾、マスク

申込期限　10 月 12 日（火）

食改さんの料理教室食改さんの料理教室

　65歳以上の人を対象に９月から地区の公民館

や保健センターで結核健康診断を行っています。

　対象地区の日程で健診を受けていない人は、ぜ

ひ受診してください。対象の人には、受診票（ハ

ガキ）を送付しています。

と　　き　10 月 11 日（月）９時 30 分～ 11 時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

そ　の　他　◆料金は無料です。

　　　　　◆受診票をお持ちでない人は、当日受

　　　　　　付で申し出ください。

　　　　　◆撮影のときは、薄手のシャツや肌着

　　　　　　を着用できますが、ボタンや刺繍、

　　　　　　金具の入ったものは着用できません。

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

国保の人の特定健診を行います。

希望する人は保健センターまでお

申し込みください。

特定健診を実施します特定健診を実施します

と　　き　11 月７日（日）

　　　　　受付８時 30 分～ 10時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

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・歯周疾患検診

料　　金　500円

　今年度、すでに国保特定健診を受診した人、国保

人間ドック・脳ドックの助成を受けた人は受診でき

ません。対象者には事前に受診票、受診券を配布し

ていますが、紛失した人はご連絡ください。

※歯周疾患検診も行いますので、歯磨きをして

　お越しください。

　市では次のようにインフルエンザ予防接種の費

用助成を行います。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　中学３年生までの子どもで希望する人

期　　間　10 月１日～ 12月 31 日

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）

接種場所　市内の実施医療機関と谷口医院（嬉野市）

❖期間内に上記接種場所以外で接種を受けた人に

　も、助成額を払い戻します

　①領収書、②印鑑、③通帳、④接種済証または母子

　健康手帳を持参のうえ、令和４年３月 31 日まで

　に保健センターへ申請してください。

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

　県内のインフルエンザ予防接種実施医療機関で受け

ることができます。希望する人は、事前に直接医療機

関へお申し込みください。

対　象　者　①65 歳以上で希望する人

　　　　　②60 ～ 64 歳で心臓・腎臓・呼吸器などに

　　　　　　重い障がいのある人

期　　間　10 月１日～ 12月 31 日

　　　　　※医療機関によって異なる場合があります

接種回数　１回

自己負担金　1,300 円（医療機関の窓口でお支払いください）

　　　　　※生活保護世帯および中国残留邦人支援給付世帯の人は無料

持　参　品　健康保険証（住所確認用）

　　　　　健康手帳またはおくすりノート（済証貼付用）

　　　　　新型コロナウイルスワクチン接種済証

　　　　　（接種間隔確認用）

高齢者の
　インフルエンザ予防接種
高齢者の
　インフルエンザ予防接種

胃がん検診
【対　象】40 歳以上

　　　　～ 79 歳以下

【内　容】

バリウムを飲み

レントゲン撮影

【自己負担金】1,100 円

肺がん検診
【対　象】40 歳以上

【内　容】

①胸部レントゲン撮影

②痰検査（問診で必要な人のみ）

【自己負担金】

①400 円 ②700 円

大腸がん検診
【対　象】40 歳以上

【内　容】

便の潜血検査

※受診当日に容器を配布

【自己負担金】

　　　　　600 円

前立腺がん検診
【対　象】50 歳以上

　　　　の男性

【内　容】血液検査

【自己負担金】

　　　　　700 円

　ご自身のため、ご家族のためにも、年に１回はがん検診を受け

ましょう。次の４種類のがん検診を同日で実施します。

（１種類から受診可能です）

　検診申込調査などにより申し込んだ人へ、８月に受診票を郵送

しています。新たに希望する人はご連絡ください。

　市民税非課税世帯・生活保護世帯の人、後期高齢者医療制度被

保険者の自己負担金は無料です。

がんセット検診を実施しますがんセット検診を実施します

受　　付　８時 30 分～ 10時 30 分（　　以外）

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

⦿都合が悪い場合は、都合のよい日に受診できます。（連絡不要）

⦿日程表の　　、　　の日を希望する人は、保健センターまで

　予約してください。

保健センター（エイブル１階）　☎０９５４（６３）３３７３申込・問合せ先

月　日 対　象　区

10 月 26 日
（火）

11月 24 日
（水）

10月 22 日
（金）

10月 25 日
（月）

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

月　日 対　象　区

10 月 19 日
（火）

10月 20 日
（水）

10月 21 日
（木）

筒口・大殿分・川内・山浦・本町・
乙丸・中村

10 月 24 日
（日）

高津原

井手・三部・新籠・常広・古城・
組方・江福・龍宿浦・嘉瀬浦・小宮道

東町・西牟田・新町・東塩屋・
西塩屋・西葉・矢答

令和４年
１月19日（水）

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

★未受診者検診
　希望する人は保健センターまで予約してください。

❖新型コロナウイルス感染症予防のため、受診時は

　マスクの着用、自宅での検温をお願いします。

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

と　　き　10 月 24 日（日）～ 26 日（火）受付８時 30 分～ 10 時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

内　　容　身長、体重、血圧測定、血液検査、尿検査、診察、

　　　　　がん検診（胃・肺・大腸・前立腺）

対　象　者　今年度 40 歳～ 74歳になる国保特定健診対象者で、

　　　　　がんセット検診を同時に受診する人

料　　金　特定健診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。

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

行成・重ノ木・大村方・中尾・中町・
八宿・森

★大腸がん検診のみ実施（予約不要）

大手・中牟田・横田・小舟津・世間

11 月 25 日
（木）

令和４年
１月19日（水）

執行分・井手分・馬渡・平仁田開拓

11 月 26 日
（金）

城内・若殿分・犬王袋・中川内・早ノ瀬・
上古枝・奥山・竹之木庭・北舟津
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エイブルからのお知らせなど

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

　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。

　保健センター（エイブル１階）

　☎０９５４（６３）３３７３

詳しくは

対　象　区

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1,300円、50歳以上800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。

月　日月　日 対　象　区

10 月３日
（日）午前

10 月１日
（金）午後

日曜日検診希望者は、保健センターに申し込み
が必要です

東町・上浅浦・筒口・中村・三部・江福

10 月 11 日
（月）午後

城内・小舟津・川内・白鳥尾・山浦開拓・
番在開拓・平仁田開拓

10 月 15 日
（金）午後

11 月１日
（月）午後

高津原（１）

11 月９日
（火）夜間

11 月 10 日
（水）午前

高津原（２）・中浅浦・土井丸

11 月 19 日
（金）午後

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

12 月１日
（水）午後

12 月２日
（木）午前

２月 18 日
（金）夜間

行成・井手・母ケ浦

夜間検診希望者は、保健センターに申し込みが
必要です

新町・野畠・北舟津・新籠・常広

横田・井手分・山浦・本城・湯ノ峰・
本町・西葉

夜間検診希望者は、保健センターに申し込みが
必要です

後期高齢者健診（フレイル健診）を受けましょう後期高齢者健診（フレイル健診）を受けましょう

　佐賀県後期高齢者医療制度に加入されている人は、年に1回健診を受けましょう。定期通院されている人も健

診の対象となりましたので、かかりつけ医にご相談ください。　

　検温、マスクの着用など感染症対策をして受診してください。

と　　き　10 月１日（金）～令和４年１月 31 日（月）

　　　　　※下記の生まれの方は、期間が異なりますのでご注意ください。

　　　　　　昭和 21 年 10 月生まれ：11 月１日（月）～令和４年１月 31 日（月）

　　　　　　昭和 21 年 11 月生まれ：12 月１日（水）～令和４年１月 31 日（月）

　　　　　　昭和 21 年 12 月生まれ：令和 4 年 1 月 4 日（火）～令和 4 年 1 月 31 日（月）

と　こ　ろ　県内後期高齢者健診実施医療機関（市内は 11 医療機関）

内　　容　問診、身体計測、血液検査、尿検査、診察

対　象　者　⦿75 歳以上の人（昭和 21 年 12 月 31 日以前に生まれた方）

　　　　　⦿65 歳以上 75 歳未満で一定の障がいがあり認められている人

　　　　　※今年度 75 歳になる人は、誕生日を迎えられてから対象になります。

料　　金　無料

持　参　品　受診券、受診票、後期高齢者医療被保険者証

　　　　　※受診券、受診票は郵送します

⦿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

□特別整理期間のため休館します

　本の返却：本のポストをご利用ください。（エイブル正面玄関右側）

　　❖CD・DVD・ビデオ・雑誌・紙芝居・大型絵本は、破損のおそれが

　　　ありますので、本のポストへ入れず、１０月９日（土）以降に直接

　　　カウンターへお返しください。

　蔵書検索・WEB予約：利用可能。ただし予約本受け取りは１０月 9 日（土）以降。

　　❖長期休館が続き、市民の皆さんにはご迷惑をおかけすることになり

　　　申し訳ございません。

□秋の読書週間事業　俳句作品募集『としょかん de 俳句』

　俳句を嗜む人も、初めての人も、ちょっと一句作ってみませんか。

　受け付けた作品は 11 月以降図書館内に展示します。

　と　き　９月 15 日（水）～ 10 月 31 日（日）　対　象　大人（18 歳以上）

　応募条件　テーマ『図書館』・１人２句まで

　応募方法　①図書館入口に設置する投句用紙に記入して、応募箱に入れる

　　　　　　②メールで送る（件名：俳句　：kashimal@theia.ocn.ne.jp）

に行ってみよう

市　民
図書館

特別整理期間のため

10 月４日（月）～８日（金）は休館します

《事前申込制》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

各 12 人
公 

開 

講 

座

受講料

＜会員無料講座＞
災害石碑をたずねて
　①東部コース
　②西部コース

高橋 研一
（鹿島市民図書館学芸部）

16 人 11 月 14 日（日）
10 時～ 12 時

エイブル２階
調理実習室

11
／
６（
土
）

キツツキと雨（コメディ） 9：30～11：38

Shall we ダンス？12：20～14：36

死に花（コメディ）15：15～17：15

死に花（コメディ） 9：30～11：30

がんばっていきまっしょい12：10～14：09

キツツキと雨（コメディ）14：50～16：58

10 月 21 日（木）
①10 ～ 12 時
②14 ～ 16 時

❖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。

第７回えいぶる事業
鹿島市民図書館共催 親子で楽しむ音楽童話 『セロ弾きのゴーシュ』

　演奏と朗読、かわいいイラストで楽しむ、宮沢賢治『セロ弾きのゴーシュ』の世界

　と　き　10月17日（日）開演14時（開場13時30分）

　ところ　エイブルホール【全席指定】 消費税込　販売中

　料　金　【一般】 大人 1,000 円　高校生以下 500 円　※当日各 500 円増し

　　　　　【会員】 大人   500 円　高校生以下 無　料　※３歳未満入場不可

　　　　　　　　　　　　　　　　※託児あり《要申込 10 月３日（日）締切》

第８回えいぶる事業
優秀映画鑑賞推進事業  『ちょっとなつかしの映画上映会』

　と　き　11月６日（土）・７日（日）

　ところ　エイブルホール【全席自由】 消費税込　販売中

　料　金　２日通し券　大人／一般 800 円／会員 500 円

　　　　　高校生以下は無料、要整理券

　主　催　一般財団法人 鹿島市民立生涯学習・文化振興財団

　　　　　国立映画アーカイブ　

11
／
7（
日
）

ビギナーズのための料理教室
※日常的に料理をしない人、
　苦手な人のための料理入門講座

松尾 久美子さん

エイブル玄関
集合

会　員　1 無　料
一　般　1,500 円

会　員　1,500 円
一　般　1,000 円
材料代　1,500 円

　鹿島市民図書館、七浦公民館と連携し

て、七浦地区の展示を行います。

　七浦地区は、多良岳山麓から流れ下る

河川によって浸食された小さな谷筋ごと

に集落が形成されてきました。

　今回は、七浦地区に関する貴重な史料

を3期に分けて展示します。

【第１期展示】

　10月１日（金）～11月３日（水）

かしま再発見展
～七浦編～

床の間
コーナー

ギャラリートークを開催します
と　き　10月10日（日）10時から

ところ　エイブル３階 研修室

講　師　市生涯学習課 社会教育・文化係

※先着30人。予約申込受付中です。
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エイブルからのお知らせなど

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

　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。

　保健センター（エイブル１階）

　☎０９５４（６３）３３７３

詳しくは

対　象　区

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1,300円、50歳以上800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。

月　日月　日 対　象　区

10 月３日
（日）午前

10 月１日
（金）午後

日曜日検診希望者は、保健センターに申し込み
が必要です

東町・上浅浦・筒口・中村・三部・江福

10 月 11 日
（月）午後

城内・小舟津・川内・白鳥尾・山浦開拓・
番在開拓・平仁田開拓

10 月 15 日
（金）午後

11 月１日
（月）午後

高津原（１）

11 月９日
（火）夜間

11 月 10 日
（水）午前

高津原（２）・中浅浦・土井丸

11 月 19 日
（金）午後

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

12 月１日
（水）午後

12 月２日
（木）午前

２月 18 日
（金）夜間

行成・井手・母ケ浦

夜間検診希望者は、保健センターに申し込みが
必要です

新町・野畠・北舟津・新籠・常広

横田・井手分・山浦・本城・湯ノ峰・
本町・西葉

夜間検診希望者は、保健センターに申し込みが
必要です

後期高齢者健診（フレイル健診）を受けましょう後期高齢者健診（フレイル健診）を受けましょう

　佐賀県後期高齢者医療制度に加入されている人は、年に1回健診を受けましょう。定期通院されている人も健

診の対象となりましたので、かかりつけ医にご相談ください。　

　検温、マスクの着用など感染症対策をして受診してください。

と　　き　10 月１日（金）～令和４年１月 31 日（月）

　　　　　※下記の生まれの方は、期間が異なりますのでご注意ください。

　　　　　　昭和 21 年 10 月生まれ：11 月１日（月）～令和４年１月 31 日（月）

　　　　　　昭和 21 年 11 月生まれ：12 月１日（水）～令和４年１月 31 日（月）

　　　　　　昭和 21 年 12 月生まれ：令和 4 年 1 月 4 日（火）～令和 4 年 1 月 31 日（月）

と　こ　ろ　県内後期高齢者健診実施医療機関（市内は 11 医療機関）

内　　容　問診、身体計測、血液検査、尿検査、診察

対　象　者　⦿75 歳以上の人（昭和 21 年 12 月 31 日以前に生まれた方）

　　　　　⦿65 歳以上 75 歳未満で一定の障がいがあり認められている人

　　　　　※今年度 75 歳になる人は、誕生日を迎えられてから対象になります。

料　　金　無料

持　参　品　受診券、受診票、後期高齢者医療被保険者証

　　　　　※受診券、受診票は郵送します

⦿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

□特別整理期間のため休館します

　本の返却：本のポストをご利用ください。（エイブル正面玄関右側）

　　❖CD・DVD・ビデオ・雑誌・紙芝居・大型絵本は、破損のおそれが

　　　ありますので、本のポストへ入れず、１０月９日（土）以降に直接

　　　カウンターへお返しください。

　蔵書検索・WEB予約：利用可能。ただし予約本受け取りは１０月 9 日（土）以降。

　　❖長期休館が続き、市民の皆さんにはご迷惑をおかけすることになり

　　　申し訳ございません。

□秋の読書週間事業　俳句作品募集『としょかん de 俳句』

　俳句を嗜む人も、初めての人も、ちょっと一句作ってみませんか。

　受け付けた作品は 11 月以降図書館内に展示します。

　と　き　９月 15 日（水）～ 10 月 31 日（日）　対　象　大人（18 歳以上）

　応募条件　テーマ『図書館』・１人２句まで

　応募方法　①図書館入口に設置する投句用紙に記入して、応募箱に入れる

　　　　　　②メールで送る（件名：俳句　：kashimal@theia.ocn.ne.jp）

に行ってみよう

市　民
図書館

特別整理期間のため

10 月４日（月）～８日（金）は休館します

《事前申込制》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

各 12 人
公 

開 

講 

座

受講料

＜会員無料講座＞
災害石碑をたずねて
　①東部コース
　②西部コース

高橋 研一
（鹿島市民図書館学芸部）

16 人 11 月 14 日（日）
10 時～ 12 時

エイブル２階
調理実習室

11
／
６（
土
）

キツツキと雨（コメディ） 9：30～11：38

Shall we ダンス？12：20～14：36

死に花（コメディ）15：15～17：15

死に花（コメディ） 9：30～11：30

がんばっていきまっしょい12：10～14：09

キツツキと雨（コメディ）14：50～16：58

10 月 21 日（木）
①10 ～ 12 時
②14 ～ 16 時

❖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。

第７回えいぶる事業
鹿島市民図書館共催 親子で楽しむ音楽童話 『セロ弾きのゴーシュ』

　演奏と朗読、かわいいイラストで楽しむ、宮沢賢治『セロ弾きのゴーシュ』の世界

　と　き　10月17日（日）開演14時（開場13時30分）

　ところ　エイブルホール【全席指定】 消費税込　販売中

　料　金　【一般】 大人 1,000 円　高校生以下 500 円　※当日各 500 円増し

　　　　　【会員】 大人   500 円　高校生以下 無　料　※３歳未満入場不可

　　　　　　　　　　　　　　　　※託児あり《要申込 10 月３日（日）締切》

第８回えいぶる事業
優秀映画鑑賞推進事業  『ちょっとなつかしの映画上映会』

　と　き　11月６日（土）・７日（日）

　ところ　エイブルホール【全席自由】 消費税込　販売中

　料　金　２日通し券　大人／一般 800 円／会員 500 円

　　　　　高校生以下は無料、要整理券

　主　催　一般財団法人 鹿島市民立生涯学習・文化振興財団

　　　　　国立映画アーカイブ　

11
／
7（
日
）

ビギナーズのための料理教室
※日常的に料理をしない人、
　苦手な人のための料理入門講座

松尾 久美子さん

エイブル玄関
集合

会　員　1 無　料
一　般　1,500 円

会　員　1,500 円
一　般　1,000 円
材料代　1,500 円

　鹿島市民図書館、七浦公民館と連携し

て、七浦地区の展示を行います。

　七浦地区は、多良岳山麓から流れ下る

河川によって浸食された小さな谷筋ごと

に集落が形成されてきました。

　今回は、七浦地区に関する貴重な史料

を3期に分けて展示します。

【第１期展示】

　10月１日（金）～11月３日（水）

かしま再発見展
～七浦編～

床の間
コーナー

ギャラリートークを開催します
と　き　10月10日（日）10時から

ところ　エイブル３階 研修室

講　師　市生涯学習課 社会教育・文化係

※先着30人。予約申込受付中です。
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　猟友会の皆さんには、本業の傍ら

農作物被害対策として、イノシシやア

ライグマ等の有害鳥獣駆除に年間を

通じて従事していただいております。

　このため、農地や山林等に罠設置

をされる場合がありますので、市民

の皆さんのご理解とご協力をお願い

いたします。

※家庭から出る食物残渣や廃棄果樹

　の放置は、有害鳥獣にとって魅力

　的な場所となり、無意識に餌付け

　をしている状態になりますので、

　今一度見直しましょう。

詳しくは　農林水産課農政係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１３

■各種作業の注文をお受けします

　『農作業』『庭木剪定』『家事』など

■刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソーなど

と　　き　10 月 21 日（木）８時 30 分～

※当日ご都合がつかない人は、前日

までにセンターへご持参ください。

■会員を募集しています

対　　象　60歳以上または来年３月

　　　　　までに60歳になる人

説　明　会　10 月 21 日（木）９時 30 分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

※説明会は個別でも随時行っています

問い合わせ・ご注文　

　シルバー人材センター

　☎０９５４（６３）０９７０

　交流サロン一室を有効に利活用す

る法人等の団体を募集します。

受付期間　10月１日（金）～10月31日（日）

　　　　　（各日とも９時～ 17 時）

申　込　先　かたらい３階管理室

※プロポーザル方式による選定委員

　会にて入居団体を決定します。

　募集要項については、かたらい３Ｆ

　管理室、または市ホームページをご

　覧ください。

詳しくは　市民交流プラザかたらい

　　　　　☎０９５４（６３）３０３０

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

　来年の鹿島市成人式は、下記の日

程で開催を予定しています。詳細に

ついては後日、市報・ホームページ

に掲載します。

と　　き　令和４年１月９日（日）

（前　半）　東部中校区　11 時～

（後　半）　西部中校区　15 時～

と　こ　ろ　エイブル

※状況により変更となる場合があります

詳しくは　生涯学習課

　　　　　☎０９５４（６３）２１２５

　１２月に予定していた『令和３年

度６５歳盛年の集い』を延期します。

開催時期については、現在検討中です。

対　象　者　昭和31年４月２日～

　　　　　昭和32年４月１日生まれ

詳しくは　生涯学習課

　　　　　☎０９５４（６３）２１２５

　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。

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

会受講など必要条件があります。

対象浄化槽・予定補助金

　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

　稲わらの焼却は、交通障害や地域

住民の煙害に対する苦情の要因にも

なります。稲わらは燃やさず、地力

維持のため“すき込み”などを行い

有機物として水田に還元しましょう。

稲わらすき込みのメリット

◆有効な微生物が多くなるなど、地

　力が高まり生産が安定する

◆土壌が軟らかくなり、耕うん作業

　が容易になる

◆土壌の養分が高まり、肥料の削減

　が期待できる

稲わらを上手にすき込むポイント

◆カッターを『長』に切り替え、　

　15センチ以上にカットする

◆すき込みが浅いとわらの密度が高

　くなるため、通常より深く耕して

　多量の土と混ぜる　

詳しくは　農林水産課農政係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１３

　　　　　環境下水道課環境係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１６

❖ライト点灯運動実施期間❖
１０月１日～１２月３１日

　秋から年末にかけての夕暮れ時は、

児童・生徒の下校、会社帰り、買い

物等で人と車の動きが活発になる時

間と、日没でドライバーから歩行者

が見えにくくなる時間が重なること

から、交通事故が増加する傾向にあ

ります。車が早めにライト（前照

灯）を点灯すれば、お互いを早く発

見しやすくなり、交通事故防止につ

ながります。

◇早めにライト（前照灯）を点灯する

　※17 時点灯を推奨

◇歩行者、自転車利用者は反射材用

　品を身に付ける

◇前照灯は原則上向き（ハイビーム）

　で、上向き下向きをこまめに切り

　替える

詳しくは　総務課防災係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１２

夕暮れどきの早めの
ライト点灯運動実施中！

稲わらは焼却せず
有効活用を！

鹿島警察署管内
佐 賀 県 内

鹿 島 市 内

12,258 件（－739）
664 件（－008）
317 件（－045）

物損事故数

令和３年８月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

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

□10月から12月までの３カ月間『早めのライト点灯運動』を行います

　これから年末にかけて日暮れが早くなります。明るくても午後５時からライトを

点灯し、歩行者の早期発見等に努めましょう。また、自転車や歩行者は、なるべく

明るい服装で反射材を身につけ、車から早く気付いてもらうよう心がけましょう。

2,253 件（－140）
130 件（－002）
61 件（－005）

2,867 人（－235）
163 人（－008）
76 人（－013）

15 人（－11）
3人（＋02）
1人（ 00）

人身事故数 死者数 傷者数

来年度小学校に入学する新入学児童の
健康診断を行います

鹿 島 小 学 校 10 月 04 日（月）
期　日 受　付 開　始

13時 30 分～ 13 時 50 分 14 時～
学　校　名

能古見小学校 10 月 18 日（月）13時 30 分～ 14 時 00 分 14 時 15 分～
古 枝 小 学 校 10 月 06 日（水）13時 30 分～ 13 時 50 分 14 時～
浜 小 学 校 10 月 12 日（火）13時 30 分～ 13 時 50 分 14 時～
北鹿島小学校 10 月 19 日（火）13時 30 分～ 13 時 50 分 14 時～
七 浦 小 学 校 10 月 19 日（火）13時 30 分～ 14 時 00 分 14 時～
明 倫 小 学 校 10 月 21 日（木）13時 30 分～ 13 時 50 分 14 時 10 分～

対　　象　平成27年４月２日～平成28年４月１日生まれ

と　こ　ろ　各小学校

詳しくは　教育総務課学校教育係　☎０９５４（６３）２１０３

市民交流プラザ交流サロン

を利活用してみませんか

令和４年鹿島市成人式

家庭用浄化槽補助金
申請のお知らせ

　令和３年分以降の年末調整説明会

につきましては、新型コロナウイル

ス感染症の発現や行政手続のデジタ

ル化への対応を踏まえ、開催を取り

やめさせていただきます。

　今後は、動画配信を中心とした『い

つでも』『どこからでも』必要な情

報を得られる体制を図ることとして

おりますので、ご理解いただきます

ようお願い申し上げます。

　年末調整に関する各種情報につい

ては、国税庁ホームページをご覧く

ださい。

詳しくは　武雄税務署法人課税部門

　　　　　☎０９５４（２３）５２９７

　『中木庭ダムフェスタ』および『中

木庭ダム駅伝』は、新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため、中止します。

詳しくは　のごみふれあい楽習館

　　　　　☎０９５４（６２）３３７３

　夜間中学に関するアンケートを実

施しています。詳細については、市

のホームページに掲載しています。

『夜間中学』で検索してください。

期　間　９月１日（水）～10月31日（日）

詳しくは　教育総務課

　　　　　☎０９５４（６３）２１０３

　解雇やパワハラなど、年間を通じ

て無料で相談をお受けします。

受付時間　８時 30分～ 17時 15 分

　　　　　※土・日・祝日を除く

■重点受付週間の開催　

と　き　10月25日（月）～10月31日（日）

月～金　８時30分～20時（来所は19時まで）

土・日　９時～ 17 時（来所は 16 時まで）

詳しくは　佐賀県労働委員会事務局

　　　　　（佐賀県庁南館３階）

　　　　　☎０９５２（２５）７２４２

講習会・教室

　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　11 月３日（祝）・６日（土）

（全３回）　・７日（日）

　　　　　10 時～ 16時

と　こ　ろ　鹿島商工会館

定　　員　10 人

参　加　費　無料

申込期限　10 月 29 日（金）

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

　認知症の人もそうでない人も、介

護をしている人もしていない人も気

軽に立ち寄って、ほっとひといき楽

しくお茶でもしませんか。

　おしゃれな小物の

創作や専門職による

ミニ講座を用意して

います。

　希望する人はお申

込みください。

ミニ講座『運動について』

創作活動『麻ひも一輪挿し』

と　　き　10 月 20 日（水）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　エイブル３階研修室　　

定　　員　16 人

参　加　費　無料

申込期限　10 月 18 日（月）

※状況により中止となる場合があります

詳しくは　地域包括支援センター

　　　　　☎０９５４（６３）２１６０

労使間のトラブル　お気軽にご相談を
～労働委員会～

中木庭ダムフェスタ ・ 駅伝
中止のお知らせ

夜間中学に関する
アンケートの実施について

年末調整説明会
取りやめのお知らせ

猟友会の活動について

鹿島創業塾

かしまオレンジカフェ
認知症カフェ・介護者のつどい

お気軽にご相談、注文ください！
シルバー人材センター

令和３年度盛年の集い
延期のお知らせ
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　猟友会の皆さんには、本業の傍ら

農作物被害対策として、イノシシやア

ライグマ等の有害鳥獣駆除に年間を

通じて従事していただいております。

　このため、農地や山林等に罠設置

をされる場合がありますので、市民

の皆さんのご理解とご協力をお願い

いたします。

※家庭から出る食物残渣や廃棄果樹

　の放置は、有害鳥獣にとって魅力

　的な場所となり、無意識に餌付け

　をしている状態になりますので、

　今一度見直しましょう。

詳しくは　農林水産課農政係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１３

■各種作業の注文をお受けします

　『農作業』『庭木剪定』『家事』など

■刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソーなど

と　　き　10 月 21 日（木）８時 30 分～

※当日ご都合がつかない人は、前日

までにセンターへご持参ください。

■会員を募集しています

対　　象　60歳以上または来年３月

　　　　　までに60歳になる人

説　明　会　10 月 21 日（木）９時 30 分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

※説明会は個別でも随時行っています

問い合わせ・ご注文　

　シルバー人材センター

　☎０９５４（６３）０９７０

　交流サロン一室を有効に利活用す

る法人等の団体を募集します。

受付期間　10月１日（金）～10月31日（日）

　　　　　（各日とも９時～ 17 時）

申　込　先　かたらい３階管理室

※プロポーザル方式による選定委員

　会にて入居団体を決定します。

　募集要項については、かたらい３Ｆ

　管理室、または市ホームページをご

　覧ください。

詳しくは　市民交流プラザかたらい

　　　　　☎０９５４（６３）３０３０

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

　来年の鹿島市成人式は、下記の日

程で開催を予定しています。詳細に

ついては後日、市報・ホームページ

に掲載します。

と　　き　令和４年１月９日（日）

（前　半）　東部中校区　11 時～

（後　半）　西部中校区　15 時～

と　こ　ろ　エイブル

※状況により変更となる場合があります

詳しくは　生涯学習課

　　　　　☎０９５４（６３）２１２５

　１２月に予定していた『令和３年

度６５歳盛年の集い』を延期します。

開催時期については、現在検討中です。

対　象　者　昭和31年４月２日～

　　　　　昭和32年４月１日生まれ

詳しくは　生涯学習課

　　　　　☎０９５４（６３）２１２５

　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。

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

会受講など必要条件があります。

対象浄化槽・予定補助金

　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

　稲わらの焼却は、交通障害や地域

住民の煙害に対する苦情の要因にも

なります。稲わらは燃やさず、地力

維持のため“すき込み”などを行い

有機物として水田に還元しましょう。

稲わらすき込みのメリット

◆有効な微生物が多くなるなど、地

　力が高まり生産が安定する

◆土壌が軟らかくなり、耕うん作業

　が容易になる

◆土壌の養分が高まり、肥料の削減

　が期待できる

稲わらを上手にすき込むポイント

◆カッターを『長』に切り替え、　

　15センチ以上にカットする

◆すき込みが浅いとわらの密度が高

　くなるため、通常より深く耕して

　多量の土と混ぜる　

詳しくは　農林水産課農政係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１３

　　　　　環境下水道課環境係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１６

❖ライト点灯運動実施期間❖
１０月１日～１２月３１日

　秋から年末にかけての夕暮れ時は、

児童・生徒の下校、会社帰り、買い

物等で人と車の動きが活発になる時

間と、日没でドライバーから歩行者

が見えにくくなる時間が重なること

から、交通事故が増加する傾向にあ

ります。車が早めにライト（前照

灯）を点灯すれば、お互いを早く発

見しやすくなり、交通事故防止につ

ながります。

◇早めにライト（前照灯）を点灯する

　※17 時点灯を推奨

◇歩行者、自転車利用者は反射材用

　品を身に付ける

◇前照灯は原則上向き（ハイビーム）

　で、上向き下向きをこまめに切り

　替える

詳しくは　総務課防災係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１２

夕暮れどきの早めの
ライト点灯運動実施中！

稲わらは焼却せず
有効活用を！

鹿島警察署管内
佐 賀 県 内

鹿 島 市 内

12,258 件（－739）
664 件（－008）
317 件（－045）

物損事故数

令和３年８月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

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

□10月から12月までの３カ月間『早めのライト点灯運動』を行います

　これから年末にかけて日暮れが早くなります。明るくても午後５時からライトを

点灯し、歩行者の早期発見等に努めましょう。また、自転車や歩行者は、なるべく

明るい服装で反射材を身につけ、車から早く気付いてもらうよう心がけましょう。

2,253 件（－140）
130 件（－002）
61 件（－005）

2,867 人（－235）
163 人（－008）
76 人（－013）

15 人（－11）
3人（＋02）
1人（ 00）

人身事故数 死者数 傷者数

来年度小学校に入学する新入学児童の
健康診断を行います

鹿 島 小 学 校 10 月 04 日（月）
期　日 受　付 開　始

13時 30 分～ 13 時 50 分 14 時～
学　校　名

能古見小学校 10 月 18 日（月）13時 30 分～ 14 時 00 分 14 時 15 分～
古 枝 小 学 校 10 月 06 日（水）13時 30 分～ 13 時 50 分 14 時～
浜 小 学 校 10 月 12 日（火）13時 30 分～ 13 時 50 分 14 時～
北鹿島小学校 10 月 19 日（火）13時 30 分～ 13 時 50 分 14 時～
七 浦 小 学 校 10 月 19 日（火）13時 30 分～ 14 時 00 分 14 時～
明 倫 小 学 校 10 月 21 日（木）13時 30 分～ 13 時 50 分 14 時 10 分～

対　　象　平成27年４月２日～平成28年４月１日生まれ

と　こ　ろ　各小学校

詳しくは　教育総務課学校教育係　☎０９５４（６３）２１０３

市民交流プラザ交流サロン

を利活用してみませんか

令和４年鹿島市成人式

家庭用浄化槽補助金
申請のお知らせ

　令和３年分以降の年末調整説明会

につきましては、新型コロナウイル

ス感染症の発現や行政手続のデジタ

ル化への対応を踏まえ、開催を取り

やめさせていただきます。

　今後は、動画配信を中心とした『い

つでも』『どこからでも』必要な情

報を得られる体制を図ることとして

おりますので、ご理解いただきます

ようお願い申し上げます。

　年末調整に関する各種情報につい

ては、国税庁ホームページをご覧く

ださい。

詳しくは　武雄税務署法人課税部門

　　　　　☎０９５４（２３）５２９７

　『中木庭ダムフェスタ』および『中

木庭ダム駅伝』は、新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため、中止します。

詳しくは　のごみふれあい楽習館

　　　　　☎０９５４（６２）３３７３

　夜間中学に関するアンケートを実

施しています。詳細については、市

のホームページに掲載しています。

『夜間中学』で検索してください。

期　間　９月１日（水）～10月31日（日）

詳しくは　教育総務課

　　　　　☎０９５４（６３）２１０３

　解雇やパワハラなど、年間を通じ

て無料で相談をお受けします。

受付時間　８時 30分～ 17時 15 分

　　　　　※土・日・祝日を除く

■重点受付週間の開催　

と　き　10月25日（月）～10月31日（日）

月～金　８時30分～20時（来所は19時まで）

土・日　９時～ 17 時（来所は 16 時まで）

詳しくは　佐賀県労働委員会事務局

　　　　　（佐賀県庁南館３階）

　　　　　☎０９５２（２５）７２４２

講習会・教室

　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　11 月３日（祝）・６日（土）

（全３回）　・７日（日）

　　　　　10 時～ 16時

と　こ　ろ　鹿島商工会館

定　　員　10 人

参　加　費　無料

申込期限　10 月 29 日（金）

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

　認知症の人もそうでない人も、介

護をしている人もしていない人も気

軽に立ち寄って、ほっとひといき楽

しくお茶でもしませんか。

　おしゃれな小物の

創作や専門職による

ミニ講座を用意して

います。

　希望する人はお申

込みください。

ミニ講座『運動について』

創作活動『麻ひも一輪挿し』

と　　き　10 月 20 日（水）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　エイブル３階研修室　　

定　　員　16 人

参　加　費　無料

申込期限　10 月 18 日（月）

※状況により中止となる場合があります

詳しくは　地域包括支援センター

　　　　　☎０９５４（６３）２１６０

労使間のトラブル　お気軽にご相談を
～労働委員会～

中木庭ダムフェスタ ・ 駅伝
中止のお知らせ

夜間中学に関する
アンケートの実施について

年末調整説明会
取りやめのお知らせ

猟友会の活動について

鹿島創業塾

かしまオレンジカフェ
認知症カフェ・介護者のつどい

お気軽にご相談、注文ください！
シルバー人材センター

令和３年度盛年の集い
延期のお知らせ
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採用・試験

　詳細は下記に連絡し、願書をお取

り寄せください。

□陸上自衛隊高等工科学校生徒

　受験資格　男子で中卒（見込含む）17 歳未満

　受　　付　

　◇推　薦　11月１日（月）～12月３日（金）

　◇一　般　11 月１日（月）～令和４年１月 14 日（金）

□自衛官候補生

　受験資格　18 歳以上 33 歳未満

　受　　付　年間通じて募集

詳しくは　自衛隊武雄地域事務所

　　　　　☎０９５４（２３）８３０４

相　談

　事前に申し込みが必要です。

と　　き　10 月 17 日（日）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀県労働会館３階（佐賀市）

相談内容　労働、借金、相続など

申込・問合せ先（電話での相談可）

　佐賀県労働者福祉協議会

　ライフサポートセンターさが

　☎０１２０（９３１）５３６

と　　き　10 月 17 日（日）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　有明公民館１階中会議室（白石町）

相談内容　遺言作成、相続、農地転用、

　　　　　外国人在留資格手続　など

※予約制（相談時間 30 分）当日予約可

詳しくは　佐賀県行政書士会杵藤支部　大塚

　　　　　☎０８０（１７３０）４７２０

◆無料法律相談（市民優先）　市役所５階

　21 日（木）受付 13 時～ 14 時

　（先着６人［１人 30 分以内］）13 時 30 分開始

　※行政相談と同時開催

　28 日（木）受付９時 30 分～ 10 時 30 分

　（先着６人［１人 30 分以内］）10 時開始

　総務課 ☎（６３）２１１１

◆行政相談（市民優先）　市役所５階

　21 日（木）受付 13 時～ 14 時 30 分　13 時開始

　総務課 ☎（６３）２１１１

◆人権相談　かたらい３階健康相談室

　7 日（木）10 時～ 15 時

情報掲示板　◇　採用・試験・相談・イベント情報掲示板　◇　講習会・教室・募集

　花農家として就農に興味がある人

を対象にセミナーが県主催で開催さ

れます。内容はトルコギキョウの栽

培方法や経営の概要、栽培ハウス見

学、先輩農家との意見交換等が計画

されています。ご希望の人はお申込

みください。

と　　き　11 月 13 日（土）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　唐津市浪瀬公民分館

参　加　費　無料

申込方法　ＦＡＸ、メール

　　　　　またはＱＲ

　　　　　コードの申込フォーム

申込期限　10 月 31 日（日）

申込・問合せ先　

　佐賀県庁園芸課花き特産担当

　〒８４0－８５７０　佐賀市城内一丁目１番５９号

　☎０９５２（２５）７１１９

　℻０９５２（２５）７３０８

　engei@pref.saga.lg.jp

　人権問題に対する正しい理解と認

識を深めてもらうため、人権学習会

を開催します。（ケーブルテレビ放送予定）

と　　き　10 月 26 日（火）

　　　　　13 時 30 分～ 14 時 30 分

と　こ　ろ　新世紀センター２階会議室２

テ　ー　マ　インターネットと同和問題について

講　　師　市社会教育指導員

◇◇◇学習会聴講について◇◇◇
　聴講を希望する人は、住所、氏名、

電話番号を郵送・FAX・メールで人

権・同和対策課まで連絡ください。

　来場の際は、マスクを必ず着用し

てください。なお、発熱・咳など風

邪の症状がある人、濃厚接触者の疑

いがある人などは、来場をご遠慮く

ださい。

詳しくは　人権・同和対策課

　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３－１

　☎０９５４（６３）２１２６

　℻０９５４（６３）２３１３

　jinkendouwataisaku@city.saga-kashima.lg.jp

　ブランクがあり再就業に踏み出せ

ない人を対象とした佐賀県の委託で

行う無料の復職研修です。

と　　き　12月７日（火）～14日（火）

　　　　　※土日を除く

定　　員　10 人

締　　切　10 月 29 日（金）

❖無料の託児もご利用できます

詳しくは　佐賀県看護協会

　　　　　☎０９５２（５１）３５１１

と　　き　11 月９日（火）

　　　　　９時 30 分～ 12 時 30 分

と　こ　ろ　メートプラザ佐賀

対　　象　おおむね 55 歳以上の求職者

参　加　費　無料

申込期限　11 月４日（木）

詳しくは　（株）佐賀電算センター

　　　　　☎０９５２（３４）１５３５

　鹿島史談会では、郷土の歴史など

偶数月に会員や外部講師による講座

や年１回の見学会を行っています。

　誰でも参加できます。一緒に歴史

を楽しみましょう。

と　　き　10 月 26 日（火）

　　　　　９時～ 16 時 30 分

　　　　　（鹿島市役所前に

　　　　　　　　　９時集合出発）

と　こ　ろ　名護屋城博物館 ・ 名護屋城址

内　　容　企画展『綺羅、星の如く』

　　　　　城址散策

参　加　費　1,500 円（昼食代含まず）

申込期限　10 月 18 日（月）

※福祉バスの定員に限りがあります

　ので、先着順に決定します

詳しくは　鹿島史談会事務局　野田

　　　　　☎０９５４（６２）２０９７

募　集

　申込期限までに参加費を添えて申

し込みをお願いします。

こども体操体験教室

と　　き　10 月 18・25 日、

[全６回］　11月１・８・15・22日（月）

　　　　　18 時～ 19 時

と　こ　ろ　鹿島小学校体育館

内　　容　柔軟体操、マット運動、跳び箱

対　　象　園児４歳～小学２年生

定　　員　20 人

参　加　費　2,000 円／１人

申込期限　10 月 10 日（日）

リズムジャンプ体力アップ講座

と　　き　11 月５・12・19・26 日、

[ 全５回］　12 月３日（金）

　　　　　20 時～ 21 時

と　こ　ろ　のごみふれあい楽習館体育館

内　　容　音楽に合わせて運動機能を高める

対　　象　小学１年生～一般

定　　員　20 人

参　加　費　2,000 円／１人

申込期限　11 月３日（祝）

アーチェリー体験教室

と　　き　11 月 14・21 日、

[ 全５回］　12 月５・12・19 日（日）

　　　　　９時 30 分～ 11 時 30 分

と　こ　ろ　古枝林業体育館

対　　象　小学１年生～一般

定　　員　10 人

参　加　費　2,000 円／１人

申込期限　11 月７日（日）

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

第１回花栽培
やってみようセミナー

人権学習会を開催します

スポーツライフ・鹿島
大会・体験教室のお知らせ

◉市税集合徴収分
◉介護保険料
◉後期高齢者医療保険料
第５期の口座振替日

１０月２９日（金）
（預貯金残高の確認をお願いします）

令和3年度
自衛官採用試験

◆厚生年金・国民年金相談（要予約）

　5・19 日（火）10 時～ 12 時、13 時～ 16 時

　新世紀センター２階会議室１

　武雄年金事務所☎０９５４（２３）０１２１

◆消費生活相談　商工観光課　

　毎週月・金曜日９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

新世紀センター２階会議室

◆住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　９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・賃貸など）

　26 日（火）13 時 30 分～ 16 時 30 分

新世紀センター２階会議室１

　都市建設課 ☎（６３）３４１５

◆鍼灸マッサージ無料健康相談・治療体験

　10 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

◆こころの健康相談（臨床心理士対応）

　20 日（水）９時 30 分～ 12 時

新世紀センター２階会議室２

　（要予約）福祉課 ☎（６３）２１１９

◆発達障害児（者）専門相談

　26 日（火）10 時～ 16 時　要予約

市役所５階第６会議室

　NPO 法人それいゆ☎０９５２（３７）０２５０

◆納税相談（要予約）　税務課

　月曜日～金曜日９時～ 16 時

　　　　　税務課 ☎（６３）２１１８

◆くらしの手続き無料相談会

　（遺言・相続・終活・外国人関係など）

　15 日（金）13 時～ 16 時　かたらい３階会議室

　社会福祉協議会 ☎（６２）２４４７

◆生活お困りごと相談（要予約）

　月曜日～金曜日９時～ 17 時　かたらい３階

　生活自立支援センター（社会福祉協議会内）

　　　　　　　　 ☎（６２）２４４７

イベント

　市役所で毎週開催されている高齢

者の陶芸教室で作成した花瓶や湯の

み、皿などの作品展示を開催します。

ぜひお越しください。

と　　き　10月20日（水）～22日（金）

　　　　　９時 30 分～ 16 時 30 分

と　こ　ろ　市役所１階ホール

詳しくは　保険健康課長寿社会係

　　　　　☎０９５４（６３）２１２０

と　　き　10 月 26 日（火）

　　　　　９時 30 分～ 11 時 30 分

と　こ　ろ　鹿島市役所ピロティ

　　　　　（市民課横の庭）

対　　象　大字納富分以外の地域に

　　　　　お住まいの人（定員 20 人）

講　　師　下田代 満さん

参　加　費　無料

持　参　物　スコップ（移植ゴテ）

　　　　　軍手、レジャーシート

申込期限　10 月 20 日（水）

申込・問合せ先

　環境下水道課環境係

　☎０９５４（６３）３４１６

と　　き　10 月３日（日）９時～ 15 時

　　　　　（受付８時 40 分まで）

と　こ　ろ　北公園テニスコート

対　　象　高校生以上

参　加　費　無料（事前申込不要）

※食事・飲み物各自用意、当日朝の体温

　測定、消毒、マスク着用（プレー以外）

　主催　鹿島ローンテニスクラブ

詳しくは　生涯学習課スポーツ係

　　　　　☎０９５４（６３）２１２５

　絵本・紙芝居作家の長野ヒデ子さ

んによる読み聞かせとお話です。

　ぜひご参加ください。

と　　き　11 月 14 日（日）

　　　　　14 時～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　エイブルホール

対　　象　幼児～大人

定　　員　60 人

　　　　　（事前

　　　　　申込制）

参　加　費　無料

※10 月 17 日（日）９時 30 分から図

　書館カウンターまたは電話にて受

　け付けます。

※新型コロナウイルスの感染状況に

　より変更になる場合があります。

詳しくは　市民図書館

　　　　　☎０９５４（６３）４３４３

弁護士による
無料法律相談会

その他の相談

陶芸教室作品の
展示のお知らせ

体育の日大会　開催

段ボールコンポストを作ろう
～家庭の生ごみをリサイクル～

絵本と紙芝居で
わくわくしターイ♬暮らしの手続き

無料相談会

看護職再就業支援
研修会（６日コース）

働きたいシニアのための
『合同企業説明会』

鹿島史談会　現地研修
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採用・試験

　詳細は下記に連絡し、願書をお取

り寄せください。

□陸上自衛隊高等工科学校生徒

　受験資格　男子で中卒（見込含む）17 歳未満

　受　　付　

　◇推　薦　11月１日（月）～12月３日（金）

　◇一　般　11 月１日（月）～令和４年１月 14 日（金）

□自衛官候補生

　受験資格　18 歳以上 33 歳未満

　受　　付　年間通じて募集

詳しくは　自衛隊武雄地域事務所

　　　　　☎０９５４（２３）８３０４

相　談

　事前に申し込みが必要です。

と　　き　10 月 17 日（日）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀県労働会館３階（佐賀市）

相談内容　労働、借金、相続など

申込・問合せ先（電話での相談可）

　佐賀県労働者福祉協議会

　ライフサポートセンターさが

　☎０１２０（９３１）５３６

と　　き　10 月 17 日（日）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　有明公民館１階中会議室（白石町）

相談内容　遺言作成、相続、農地転用、

　　　　　外国人在留資格手続　など

※予約制（相談時間 30 分）当日予約可

詳しくは　佐賀県行政書士会杵藤支部　大塚

　　　　　☎０８０（１７３０）４７２０

◆無料法律相談（市民優先）　市役所５階

　21 日（木）受付 13 時～ 14 時

　（先着６人［１人 30 分以内］）13 時 30 分開始

　※行政相談と同時開催

　28 日（木）受付９時 30 分～ 10 時 30 分

　（先着６人［１人 30 分以内］）10 時開始

　総務課 ☎（６３）２１１１

◆行政相談（市民優先）　市役所５階

　21 日（木）受付 13 時～ 14 時 30 分　13 時開始

　総務課 ☎（６３）２１１１

◆人権相談　かたらい３階健康相談室

　7 日（木）10 時～ 15 時

情報掲示板　◇　採用・試験・相談・イベント情報掲示板　◇　講習会・教室・募集

　花農家として就農に興味がある人

を対象にセミナーが県主催で開催さ

れます。内容はトルコギキョウの栽

培方法や経営の概要、栽培ハウス見

学、先輩農家との意見交換等が計画

されています。ご希望の人はお申込

みください。

と　　き　11 月 13 日（土）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　唐津市浪瀬公民分館

参　加　費　無料

申込方法　ＦＡＸ、メール

　　　　　またはＱＲ

　　　　　コードの申込フォーム

申込期限　10 月 31 日（日）

申込・問合せ先　

　佐賀県庁園芸課花き特産担当

　〒８４0－８５７０　佐賀市城内一丁目１番５９号

　☎０９５２（２５）７１１９

　℻０９５２（２５）７３０８

　engei@pref.saga.lg.jp

　人権問題に対する正しい理解と認

識を深めてもらうため、人権学習会

を開催します。（ケーブルテレビ放送予定）

と　　き　10 月 26 日（火）

　　　　　13 時 30 分～ 14 時 30 分

と　こ　ろ　新世紀センター２階会議室２

テ　ー　マ　インターネットと同和問題について

講　　師　市社会教育指導員

◇◇◇学習会聴講について◇◇◇
　聴講を希望する人は、住所、氏名、

電話番号を郵送・FAX・メールで人

権・同和対策課まで連絡ください。

　来場の際は、マスクを必ず着用し

てください。なお、発熱・咳など風

邪の症状がある人、濃厚接触者の疑

いがある人などは、来場をご遠慮く

ださい。

詳しくは　人権・同和対策課

　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３－１

　☎０９５４（６３）２１２６

　℻０９５４（６３）２３１３

　jinkendouwataisaku@city.saga-kashima.lg.jp

　ブランクがあり再就業に踏み出せ

ない人を対象とした佐賀県の委託で

行う無料の復職研修です。

と　　き　12月７日（火）～14日（火）

　　　　　※土日を除く

定　　員　10 人

締　　切　10 月 29 日（金）

❖無料の託児もご利用できます

詳しくは　佐賀県看護協会

　　　　　☎０９５２（５１）３５１１

と　　き　11 月９日（火）

　　　　　９時 30 分～ 12 時 30 分

と　こ　ろ　メートプラザ佐賀

対　　象　おおむね 55 歳以上の求職者

参　加　費　無料

申込期限　11 月４日（木）

詳しくは　（株）佐賀電算センター

　　　　　☎０９５２（３４）１５３５

　鹿島史談会では、郷土の歴史など

偶数月に会員や外部講師による講座

や年１回の見学会を行っています。

　誰でも参加できます。一緒に歴史

を楽しみましょう。

と　　き　10 月 26 日（火）

　　　　　９時～ 16 時 30 分

　　　　　（鹿島市役所前に

　　　　　　　　　９時集合出発）

と　こ　ろ　名護屋城博物館 ・ 名護屋城址

内　　容　企画展『綺羅、星の如く』

　　　　　城址散策

参　加　費　1,500 円（昼食代含まず）

申込期限　10 月 18 日（月）

※福祉バスの定員に限りがあります

　ので、先着順に決定します

詳しくは　鹿島史談会事務局　野田

　　　　　☎０９５４（６２）２０９７

募　集

　申込期限までに参加費を添えて申

し込みをお願いします。

こども体操体験教室

と　　き　10 月 18・25 日、

[全６回］　11月１・８・15・22日（月）

　　　　　18 時～ 19 時

と　こ　ろ　鹿島小学校体育館

内　　容　柔軟体操、マット運動、跳び箱

対　　象　園児４歳～小学２年生

定　　員　20 人

参　加　費　2,000 円／１人

申込期限　10 月 10 日（日）

リズムジャンプ体力アップ講座

と　　き　11 月５・12・19・26 日、

[ 全５回］　12 月３日（金）

　　　　　20 時～ 21 時

と　こ　ろ　のごみふれあい楽習館体育館

内　　容　音楽に合わせて運動機能を高める

対　　象　小学１年生～一般

定　　員　20 人

参　加　費　2,000 円／１人

申込期限　11 月３日（祝）

アーチェリー体験教室

と　　き　11 月 14・21 日、

[ 全５回］　12 月５・12・19 日（日）

　　　　　９時 30 分～ 11 時 30 分

と　こ　ろ　古枝林業体育館

対　　象　小学１年生～一般

定　　員　10 人

参　加　費　2,000 円／１人

申込期限　11 月７日（日）

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

第１回花栽培
やってみようセミナー

人権学習会を開催します

スポーツライフ・鹿島
大会・体験教室のお知らせ

◉市税集合徴収分
◉介護保険料
◉後期高齢者医療保険料
第５期の口座振替日

１０月２９日（金）
（預貯金残高の確認をお願いします）

令和3年度
自衛官採用試験

◆厚生年金・国民年金相談（要予約）

　5・19 日（火）10 時～ 12 時、13 時～ 16 時

　新世紀センター２階会議室１

　武雄年金事務所☎０９５４（２３）０１２１

◆消費生活相談　商工観光課　

　毎週月・金曜日９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

新世紀センター２階会議室

◆住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　９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・賃貸など）

　26 日（火）13 時 30 分～ 16 時 30 分

新世紀センター２階会議室１

　都市建設課 ☎（６３）３４１５

◆鍼灸マッサージ無料健康相談・治療体験

　10 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

◆こころの健康相談（臨床心理士対応）

　20 日（水）９時 30 分～ 12 時

新世紀センター２階会議室２

　（要予約）福祉課 ☎（６３）２１１９

◆発達障害児（者）専門相談

　26 日（火）10 時～ 16 時　要予約

市役所５階第６会議室

　NPO 法人それいゆ☎０９５２（３７）０２５０

◆納税相談（要予約）　税務課

　月曜日～金曜日９時～ 16 時

　　　　　税務課 ☎（６３）２１１８

◆くらしの手続き無料相談会

　（遺言・相続・終活・外国人関係など）

　15 日（金）13 時～ 16 時　かたらい３階会議室

　社会福祉協議会 ☎（６２）２４４７

◆生活お困りごと相談（要予約）

　月曜日～金曜日９時～ 17 時　かたらい３階

　生活自立支援センター（社会福祉協議会内）

　　　　　　　　 ☎（６２）２４４７

イベント

　市役所で毎週開催されている高齢

者の陶芸教室で作成した花瓶や湯の

み、皿などの作品展示を開催します。

ぜひお越しください。

と　　き　10月20日（水）～22日（金）

　　　　　９時 30 分～ 16 時 30 分

と　こ　ろ　市役所１階ホール

詳しくは　保険健康課長寿社会係

　　　　　☎０９５４（６３）２１２０

と　　き　10 月 26 日（火）

　　　　　９時 30 分～ 11 時 30 分

と　こ　ろ　鹿島市役所ピロティ

　　　　　（市民課横の庭）

対　　象　大字納富分以外の地域に

　　　　　お住まいの人（定員 20 人）

講　　師　下田代 満さん

参　加　費　無料

持　参　物　スコップ（移植ゴテ）

　　　　　軍手、レジャーシート

申込期限　10 月 20 日（水）

申込・問合せ先

　環境下水道課環境係

　☎０９５４（６３）３４１６

と　　き　10 月３日（日）９時～ 15 時

　　　　　（受付８時 40 分まで）

と　こ　ろ　北公園テニスコート

対　　象　高校生以上

参　加　費　無料（事前申込不要）

※食事・飲み物各自用意、当日朝の体温

　測定、消毒、マスク着用（プレー以外）

　主催　鹿島ローンテニスクラブ

詳しくは　生涯学習課スポーツ係

　　　　　☎０９５４（６３）２１２５

　絵本・紙芝居作家の長野ヒデ子さ

んによる読み聞かせとお話です。

　ぜひご参加ください。

と　　き　11 月 14 日（日）

　　　　　14 時～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　エイブルホール

対　　象　幼児～大人

定　　員　60 人

　　　　　（事前

　　　　　申込制）

参　加　費　無料

※10 月 17 日（日）９時 30 分から図

　書館カウンターまたは電話にて受

　け付けます。

※新型コロナウイルスの感染状況に

　より変更になる場合があります。

詳しくは　市民図書館

　　　　　☎０９５４（６３）４３４３

弁護士による
無料法律相談会

その他の相談

陶芸教室作品の
展示のお知らせ

体育の日大会　開催

段ボールコンポストを作ろう
～家庭の生ごみをリサイクル～

絵本と紙芝居で
わくわくしターイ♬暮らしの手続き

無料相談会

看護職再就業支援
研修会（６日コース）

働きたいシニアのための
『合同企業説明会』

鹿島史談会　現地研修
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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》

　県内の酒造メーカーと共同し、地産地消を根底に置いた地酒

のブランディング強化を図り、地元ブランドの推進に努めます。

有限会社 馬場酒造場

《取組事例》

　公園や道路の景観整備を通して美しい景観と地域づくりを目

指し、人々が安心で健康的に暮らせるまちづくりを推進します。

株式会社 岩屋造園土木

《取組事例》

　イベント会場でのパネル展示、ミニ水族館の開催や市内小学校への環

境体験学習などを行い、地域の自主的な環境保護活動の推進に努めます。

　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しています。

肥前鹿島干潟ＳＤＧｓ推進パートナー紹介

多良岳～有明海
　　水環境保護団体 水の会
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◇ＪＲ肥前鹿島駅周辺整備について

◇まちの話題

◇新型コロナウイルスワクチン接種について

◇１０月くらしのカレンダー

◇ＪＲ肥前鹿島駅周辺整備について

◇まちの話題

◇新型コロナウイルスワクチン接種について

◇１０月くらしのカレンダー
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写真写真

新市民会館の新築工事

　新市民会館の新築工事に伴

い７月１０日から１０月９日

までを予定していた、市民会

館とエイブルとの間の道の通

行止めについて、２カ月間期

間を延長いたします。

　市民の皆様にはご迷惑をお

かけしますが、引き続きご理

解とご協力いただきますよう

にお願いいたします。

＜通行止め期間＞

　７月１０日～１２月９日

　総務課（中川エリア整備推進室）

　☎０９５４（６３）２１１１

詳しくは

No.1134

　　　：歩行者・自転車

　　　：自動車中川沿いの道は歩行者と

自転車のみ通行できます

ホームページ ライン ツイッター インスタグラム フェイスブック


