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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》

　木廃材を機械で粉砕して鋸屑（のこくず）として販売す

ることで、木材の廃棄物軽減に取り組みます。

有限会社 山口木材

《取組事例》

　教育旅行の分野・観点からSDGｓの重要性と理解度を向上させ、

引き続きサスティナブルツーリズムの取組みを推進していきます。

東武トップツアーズ株式会社（佐賀市）

《取組事例》

　地元雇用を推進するとともに、外国人のインターンシップ

受け入れや採用などの国際交流の推進も実施します。

　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
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新市民会館の新築工事

　新鹿島市民会館の新築工事

は基礎工事を行っています。

　現場では鉄筋などの材料を

運搬するために２５ｔクレー

ン２台体制で作業を行ってい

ます。

　１１月も引き続き基礎工事

を進めていきます。

　市役所周辺では大型車両等

の往来で市民の皆様にご迷惑

をおかけしますが、引き続き

のご理解とご協力をお願いい

たします。

　総務課（中川エリア整備推進室）

　☎０９５４（６３）２１１１

詳しくは

No.1135

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

株式会社 ANDCO（佐賀市）

←基礎工事中の新鹿島市民会館
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■幼稚園・認定こども園・保育所の紹介

⦿幼稚園・・・心身の発達を手助けする教育施設です。満３歳から入園可能です。

０９５４（６２）３０５２

電　話　番　号

鹿島カトリック幼稚園 執　行　分 45 人 8：00 ～ 15：00
８：00 ～ 17：30
相談により個別対応可

園　名 所在地 定　員 開園時間 預かり保育時間

⦿認定こども園・・・幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設です。

園　名 所在地 定　員 電　話　番　号

７：00 ～ 19：00

開園時間（延長・預かり含む）

教育10人　保育110人

⦿保育所・・・保育を必要とする児童を、家庭に代わって保育します。

み ど り 園 中　村 80 人 ０９５４（６２）２５８０

園　名 所在地 定　員 電　話　番　号

7：00 ～ 19：00

開園時間（延長時間含む）

保 育 所 め ぐ み 園 井　手 90 人 ０９５４（６３）４４５１7：00 ～ 19：00

ア ソ カ 保 育 園 東　町 100 人 ０９５４（６２）２３７９7：00 ～ 19：00

鹿 島 保 育 園 小　舟　津 70 人 ０９５４（６２）３４８４7：00 ～ 19：00

旭 ヶ 岡 保 育 園 高　津　原 140 人 ０９５４（６３）０１９５7：00 ～ 19：00

こ と じ 保 育 園 若　殿　分 ０９５４（６３）１３３５

誕 生 院 保 育 園 行　成 120 人 ０９５４（６２）０８１０7：00 ～ 19：00

能 古 見 保 育 園 東三河内 ０９５４（６３）３３１５

若 草 保 育 園 下　古　枝 50 人 ０９５４（６２）２８３４7：00 ～ 19：00

共 生 保 育 園 野　畠 50 人 ０９５４（６３）５０６２7：30 ～ 19：00

海 童 保 育 園 八　宿 90 人 ０９５４（６２）０６２７7：00 ～ 19：00

七 浦 保 育 園 東　塩　屋 40 人 ０９５４（６３）１４０１7：00 ～ 19：00

お と な り 保 育 園 音　成 30 人 ０９５４（６２）８３１３7：00 ～ 18：30

飯 田 保 育 園 飯　田 30 人 ０９５４（６２）８９４９7：00 ～ 19：00

※特別に支援が必要なお子さまの保育も全園で実施しています

⦿特別保育・・・一時保育、延長保育などを市内全保育所および認定こども園で行っています。

　　　　　　　　（一時保育については各園に直接申し込みをしてください）

～幼稚園・認定こども園・保育所～
令和４年度入所申込みのご案内

入所申込みに関する問合せ先　福祉課幼保係　☎０９５４（６３）２１１９

入所申込みのご案内入所申込みのご案内

■利用調整について
　入所希望者が保育所の受け入れ能力を上回り、保育が必要な子ども

全員が入所できない場合は、原則として次の優先基準を考慮し、施設

利用の調整を市が行います。

　①在園児の継続入所または再入所

　②在園児の兄弟姉妹の新規入所

　③ひとり親家庭（就労の必要性が高い場合）・生活保護受給・児童

　　が障がいを有している世帯

　④市内・市外在住で、保護者が市内保育所等に勤務する保育士、幼

　　稚園教諭または保育教諭である場合（ただし、月120時間以上の

　　勤務が見込まれる者）

　⑤保護者が育児休業を終了し、職場に復帰する場合

　⑥小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童

　⑦保育所が所在する小学校区に住んでいる児童

　⑧市内在住の児童

　⑨上記の他に理由があり、それが承認された場合

標準時間認定区分 短時間認定 支給認定期間

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

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

120 時間以上／月の就学就学 120 時間未満／月の就学 就学期間

医療機関の証明による疾病 医療機関の証明による 治療期間

障がいの内容による障がい 障がいの内容による 必要と認められる期間

○妊娠・出産 － 出産月と前後２カ月（最大5カ月間）

○災害復旧 － 復旧期間

○虐待またはＤＶ － 必要と認められる期間

－求職活動 ○ 最大３カ月間

－育児休業取得時（※） ○ 育児休業が終了する月まで

（※）・・育児休業取得以前に就労等を理由に在園している児童に限る。

■保育の必要性の認定理由一覧〔参考〕

❖新規で施設利用を希望する人は以下を持参してください

　◆保育料引落口座用の通帳およびその登録印

　◆保護者および児童のマイナンバーを証明する書類（マイナンバーカード等）

　◆手続きに来られる人の身元確認書類（運転免許証等）

□幼稚園

　学校教育法に基づく『教育施設

（学校）』であり、小学校以降の教

育の基礎をつくるために幼児期の

教育を行います。

□認定こども園

　教育・保育を一体的に行う施設

で、いわば幼稚園と保育所の両方

の良さをあわせ持つところです。

３～５歳入園対象

制限なし利用条件

各施設申込先

各施設へお問い合わせください申込期間

各施設へお問い合わせください必要書類

幼稚園、認定こども園（教育認定）

■教育認定（１号認定）　幼稚園、認定こども園（教育認定）の利用を希望する人

区　分

０～５歳入園対象

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

申込先 市役所１階　福祉課

申込期間 11 月１日（月）～ 12月 17 日（金）　※嬉野市内の施設利用申込みは 11 月 24 日（水）まで

必要書類

市内・市外の保育所、認定こども園（保育認定）

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

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

区　分

□保育所

　児童福祉法に基づく『福祉施設』

であり、家庭で保育ができない保

護者に代わって保育を行います。

７：00 ～ 18：30教育15人　保育40人

明 朗 幼 稚 園 中　牟　田 ０９５４（６２）３６４５７：00 ～ 19：00教育35人　保育60人
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令和２年度鹿島市決算状況

議会・総務・
消防

56 億 8,675 万円
31％

福祉・衛生

68 億 112 万円
37％

農林水産業
の振興

11 億 830 万円
6％

商工観光・
雇用対策

7億 3,661 万円
4％

土木・建設・
災害復旧

15 億 5,309 万円
8％

学校教育・
生涯学習

15 億 5,447 万円
9％

□令和２年度の主な目的別内訳（決算額、構成比）

　公営企業会計においては、『資本的収支』の不足分を、当年度の減価償却費など（補塡財源）を充当し、

資金不足を補いました。

一般会計（地方財政状況調査）
特
別
会
計

国民健康保険

後期高齢者医療

収益的収入及び支出
公
営
企
業
会
計

水道事業
資本的収入及び支出

会　計　区　分

１８７億５,６７４万円 １８３億４,８９８万円 ４億 ７７６万円

３７億１,０２２万円 ３６億６,５８０万円 ４,４４２万円

４億２,５４２万円 ４億２,４０９万円 １３３万円

５億４,０６４万円 ４億１,２１８万円 １億２,８４６万円

２億２,３９３万円
４億３,７４５万円 ０円

２億１,３５２万円
資本的収入

歳　入 歳　出 決　算　収　支

補塡財源

□決算の概要

　令和２年度決算状況の概要を公表します。詳細については、鹿島市ホームページ内『令和２年度決算カード』に

掲載しています。

令和２年度　鹿島市の決算状況

□指標でみる財政事情

令和 2 年度 令和元年度

 市税や普通交付税など毎年入ってくる財源がどのくらい自由に使えるかの指標で、
財政構造の弾力性を示し、低いほど余裕があります。
　今決算では地方消費税交付金の増などが影響し、1.3ポイントの減となりました。

　市町村の財政力（自前で調達できる財源）を示す指標で、1.00に近いほど財政に
余裕があります。1.00を超える場合は、普通交付税の不交付団体となります。
　本市は例年０.4台を推移しており、自主財源の確保の難しさを表しています。

経 常 収 支 比 率

94.6％ 95.9％

財 政 力 指 数

0.48 0.48

主　な　指　標　と　説　明

　企画財政課財政係

　☎０９５４（６３）２１０１

詳しくは

収益的収入及び支出

下水道事業
資本的収入及び支出

１０億３,８０６万円 ９億４,１７６万円 ９,６３０万円

１３億２,９７３万円
１６億１,９４６万円 １,２８８万円

３億 ２６１万円
資本的収入

補塡財源

□一般会計決算の状況（構成）

消防団救助用ボート スポGOMI　in　鹿島

根域制限栽培システム（みかん） コロナ対策『家めし＆店のみ』

肥前浜駅前広場整備 タブレットパソコン（1人１台）

【歳入】
　特別定額給付金補助金や新型コロナウイルス感染症
対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金 な ど に 伴 う 国 庫 支 出 金 
154.0％増、産地生産基盤パワーアップ事業補助金など
に伴う県支出金 8.6％増などにより、前年度比 23.8％
増となりました。

【歳出】
　会計年度任用職員制度導入などに伴う人件費や、特
別定額給付金事業をはじめとする新型コロナウイルス
感染症対策事業費の増により、前年度比 23.6％の増と
なりました。

【新型コロナウイルス感染症対策について】
　特別定額給付金事業や、国の臨時交付金を活用した、
助かっ券配布事業、持続化給付金事業など総額約 34億
円の事業に取り組みました。

【基金（積立金）】
　財源調整として財政調整基金を約1億8,000万円取り
崩しました。
　ふるさと納税基金については、寄附金額の増により、
約3億7,600万円を積み立てました。

【市債（借入金）】
　年度末の残高は、エイブルの空調設備改修などの投
資事業実施に伴い、前年度比 1.5％増の 114 億円（令
和元年度末：112 億円）となっていますが、このうち
国からの交付金で補塡される『臨時財政対策債』を除
けば、実質残高は 66 億円（令和元年度末：64 億円）
となっています。

□令和２年度の財政状況（一般会計）について

一人当たりの借入金額

令和２年度末

令和元年度末

総残高 実質残高

40 万円 23 万円

39 万円 22 万円
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　『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』に基づき、『健全化判断比率』と『資金不足比率』を公表します。

　鹿島市の令和２年度決算では、どの指標も早期健全化基準を下回り、おおむね良好といえます。

　なお、令和２年度決算の詳細については４～５ページをご覧ください。

令和２年度決算での

　健全化判断比率・資金不足比率を公表します
令和２年度決算での

　健全化判断比率・資金不足比率を公表します

　企画財政課財政係

　☎０９５４（６３）２１０１

詳しくは

令和２年度健全化判断・資金不足比率

□健全化判断比率の公表

実 質 赤 字 比 率

　普通会計（鹿島市では一般会計のみ）での

赤字額を、標準的な収入である標準財政規模

の額で割ったもの。

　なお、赤字の場合は正の数、黒字の場合は

負の数で表示されます。

連結実質赤字比率（△17.54％）
　普通会計だけでなく国民健康保険などの特

別会計や水道事業などの公営企業会計の実質

的な赤字額を標準財政規模の額で割ったもの。

実質公債費比率

　普通会計の公債費と公営企業会計や一部事

務組合の公債費に対する普通会計の負担金の

合計額を標準財政規模の額で割ったもの。

 18％以上で地方債の発行に際し、県知事の

許可が必要な許可団体となります。

将 来 負 担 比 率

　普通会計、特別会計、公営企業会計、一部事務

組合等の将来の負担すべき実質的な負債の合計額

を標準財政規模の額で割ったもの。

　起債残高や退職手当、債務負担などが実質的な

将来負担の要素となります。

（△3.46％）

8.6％

94.1％

13.96％

18.96％

25.0％

350.0％

20.00％

30.00％

35.0％

定められて

いない

主　な　指　標 令和２年度 早期健全化基準 財政再生基準 指　標　の　説　明

□資金不足比率の公表
　健全化判断比率と同じく、『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』に基づき、公営企業会計の赤字額に関

する指標を算定し、公表しています。２会計とも資金不足額（実質的な赤字額）はなく、良好といえます。

【資金不足比率】

　公営企業会計の資金不足額を、事業の規模

で割ったもの。資金不足額とは流動資産など

を考慮した赤字額で、事業の規模とは営業収

益を基礎として算出したもの。赤字の場合は

正の数で表示され、黒字の場合は算定されま

せん。

令和３年度　上半期予算執行状況令和３年度　上半期予算執行状況

令和３年度上半期予算執行状況

□一般会計（予算額１６１億６,８６９万円）

□特別会計

収入済額（収入率）予算額会　計　名 支払済額（執行率）

13 億 2,058 万円 （35.7％）36 億 9,781 万円国民健康保険 13 億 6,487 万円 （36.9％）

1 億 3,067 万円 （30.1％）4 億 3,468 万円後期高齢者医療 1 億 1,249 万円 （25.9％）

14 億 5,125 万円 （35.1％）41 億 3,249 万円計 14 億 7,736 万円 （35.7％）

企業会計の主な事業
　【水道事業】　　　　　　　　　　　　　　　【下水道事業】

　①配水設備整備事業（市道二本松・西峰線ほか）　　①中牟田雨水ポンプ場改築事業

　②機械・電気計装設備等更新事業　　　　　②南舟津雨水ポンプ場更新事業
　　　　　企画財政課財政係

　☎０９５４（６３）２１０１

詳しくは

□企業会計　

収益的収入執行額

2 億 5,038 万円

4 億 2,033 万円

6 億 7,071 万円

水道事業

下水道事業

計

会　計　名 収益的支出執行額

8,307 万円

1 億 2,505 万円

2 億 812 万円

資本的収入執行額

0 万円

1,522 万円

1,522 万円

資本的支出執行額

1 億 3,642 万円

4 億 1,717 万円

5 億 5,359 万円

明倫小学校放課後児童クラブ施設建設の状況明倫小学校放課後児童クラブ施設建設の状況

水 道 事 業 会 計

会　計　名
令和２年度決算
資 金 不 足 比 率

（黒字のため算定されない）

（黒字のため算定されない）下 水 道 事 業 会 計

　市では年２回、財政状況の公表を行っています。今回は、令和３年度上半期（９月３０日まで）の予算執行状況

をお知らせします。

一般会計の主な事業

　①市民会館建設事業　　　　　　⑤辺地道路整備事業（中川内・広平線）

　②明倫小放課後児童クラブ施設整備事業　　⑥蟻尾山公園整備事業

　③さが園芸生産８８８億円推進事業　　⑦新型コロナウイルス対策事業

　④道の駅鹿島整備事業
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将来負担の要素となります。

（△3.46％）

8.6％

94.1％

13.96％

18.96％

25.0％

350.0％

20.00％

30.00％

35.0％

定められて

いない

主　な　指　標 令和２年度 早期健全化基準 財政再生基準 指　標　の　説　明

□資金不足比率の公表
　健全化判断比率と同じく、『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』に基づき、公営企業会計の赤字額に関

する指標を算定し、公表しています。２会計とも資金不足額（実質的な赤字額）はなく、良好といえます。

【資金不足比率】

　公営企業会計の資金不足額を、事業の規模

で割ったもの。資金不足額とは流動資産など

を考慮した赤字額で、事業の規模とは営業収

益を基礎として算出したもの。赤字の場合は

正の数で表示され、黒字の場合は算定されま

せん。

令和３年度　上半期予算執行状況令和３年度　上半期予算執行状況

令和３年度上半期予算執行状況

□一般会計（予算額１６１億６,８６９万円）

□特別会計

収入済額（収入率）予算額会　計　名 支払済額（執行率）

13 億 2,058 万円 （35.7％）36 億 9,781 万円国民健康保険 13 億 6,487 万円 （36.9％）

1 億 3,067 万円 （30.1％）4 億 3,468 万円後期高齢者医療 1 億 1,249 万円 （25.9％）

14 億 5,125 万円 （35.1％）41 億 3,249 万円計 14 億 7,736 万円 （35.7％）

企業会計の主な事業
　【水道事業】　　　　　　　　　　　　　　　【下水道事業】

　①配水設備整備事業（市道二本松・西峰線ほか）　　①中牟田雨水ポンプ場改築事業

　②機械・電気計装設備等更新事業　　　　　②南舟津雨水ポンプ場更新事業
　　　　　企画財政課財政係

　☎０９５４（６３）２１０１

詳しくは

□企業会計　

収益的収入執行額

2 億 5,038 万円

4 億 2,033 万円

6 億 7,071 万円

水道事業

下水道事業

計

会　計　名 収益的支出執行額

8,307 万円

1 億 2,505 万円

2 億 812 万円

資本的収入執行額

0 万円

1,522 万円

1,522 万円

資本的支出執行額

1 億 3,642 万円

4 億 1,717 万円

5 億 5,359 万円

明倫小学校放課後児童クラブ施設建設の状況明倫小学校放課後児童クラブ施設建設の状況

水 道 事 業 会 計

会　計　名
令和２年度決算
資 金 不 足 比 率

（黒字のため算定されない）

（黒字のため算定されない）下 水 道 事 業 会 計

　市では年２回、財政状況の公表を行っています。今回は、令和３年度上半期（９月３０日まで）の予算執行状況

をお知らせします。

一般会計の主な事業

　①市民会館建設事業　　　　　　⑤辺地道路整備事業（中川内・広平線）

　②明倫小放課後児童クラブ施設整備事業　　⑥蟻尾山公園整備事業

　③さが園芸生産８８８億円推進事業　　⑦新型コロナウイルス対策事業

　④道の駅鹿島整備事業
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　市では、子育て支援施策の一環として、放課後児童クラブを市内全小学校（７校）で運営しています。

　令和４年４月からの放課後児童クラブ入部希望者の申込受付を行います。

　※土曜日（７時３０分～１８時１０分）も全校区の利用希望児童をわんぱくクラブ（リス組・パンダ組）、ひまわりクラブで預かります。

お
知
ら
せ

令和４年度　放課後児童クラブ入部案内

対　象　者　各小学校区の児童

入部要件　昼間、保護者（父母・65歳未満の祖父母）が就労などで不在の家庭

※保護者の就労状況などにより入部できない場合があります

利用時間　授業終了後～ 18 時 10 分

※夏休みなどの長期休業中は、７時 30 分～ 18時 10 分

負　担　金　⦿月～金曜日利用　4,000 円／月（８月のみ 8,000 円）

　　　　　⦿月～土曜日利用　5,000 円／月（８月のみ 9,000 円）

※８月は、半日利用（7時30分～ 13時または 12時～ 18 時 10 分）の場合 4,000 円／月

※別途保険料（800 円／年）と、おやつ代の負担あり

※生活保護・市民税非課税・多子世帯の利用料減免措置あり

　令和４年度から多子世帯の減免（2人目 1/2、3人目以降 3/4 の減免）を行います

延長サービス事業（全クラブ）

　18 時 10 分～ 19 時（月～金曜日のみ）　※負担金 1,000 円／月

申込方法　福祉課に申請書を提出

申込期間　11 月１日（月）～ 19 日（金）

そ　の　他　定員を超えた場合、下記の理由によりそれが承認

　　　　　された場合を優先基準として入部を決定します。

　　　　　①新１年生（低学年優先）　②ひとり親・生活保護の世帯

　　　　　③遠距離通学児童　④入部児童の兄弟姉妹　⑤その他

　福祉課社会福祉係　☎０９５４（６３）２１１９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。

申請についての留意点

　支給の対象となる被保険者の皆さんには、１２月

ごろにお知らせする予定です。お知らせが届いたら、

保険健康課の窓口に申請してください。

　医療機関や薬局で１カ月に支払った医療費が上限額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されま

す。一般区分　の人については７月３１日を基準日として、１年間（８月～翌年７月）の外来の自己負担額１４万

４千円を超えた額が高額療養費（外来年間合算）として支給されます。

※一般区分とは、住民税が課税されている世帯に属する人で、本人の医療費の一部負担金の割合が１割または２割の人です。

お
知
ら
せ

高額療養費（外来年間合算）のお知らせ

※

支給要件

　令和２年８月から令和３年７月末までに被保険者

が医療機関や薬局で支払った外来の医療費の自己負

担額から月間の高額療養費を除いた額のうち、１４

万４千円を超えた額を支給します。
令和２年８月から令和３年７月末までの間に
◆転入または転出した人　◆医療保険を変更した人
◆医療保険を喪失した人（死亡や生活保護受給など）
　には、申請の対象となる旨のお知らせができない
　場合があります。

　令和３年７月 31 日時点で鹿島市国保

　または後期高齢者医療の人

　保険健康課国保係　☎０９５４（６３）２１２０

詳しくは

※上記以外の人は、それぞれの医療保険へお尋ねください。

※夏休みなどの長期休暇中利用場所が変更となるクラブ
　星の子クラブ　⇨　七浦小ゆめっ子クラブ

わんぱくクラブ　リス組

わんぱくクラブ　パンダ組

わんぱくクラブ　キリン組

げ ん き ク ラ ブ

ほ が ら か ク ラ ブＡ

ほ が ら か ク ラ ブＢ

す ぎ の 子 ク ラ ブ

ひ ま わ り ク ラ ブＡ

ひ ま わ り ク ラ ブＢ

光 の 子 ク ラ ブＡ

光 の 子 ク ラ ブＢ

か が や き ク ラ ブＡ

か が や き ク ラ ブＢ

ゆ め っ 子 ク ラ ブ

星 の 子 ク ラ ブ

ク　ラ　ブ　名

ほ が ら か ク ラ ブＣ

鹿 島 小

鹿 島 小

鹿 島 小

明 倫 小

明 倫 小

明 倫 小

能 古 見 小

古 枝 小

古 枝 小

浜 小

浜 小

北 鹿 島 小

北 鹿 島 小

七 浦 小

音 成 分 校

学　校　区

明 倫 小

40 人

40 人

25 人

35 人

40 人

40 人

39 人

35 人

35 人

21 人

39 人

35 人

35 人

39 人

15 人

定員

35 人

□児童虐待とは？

⦿身体的虐待

　殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、

　やけどを負わせる、溺れさせる　など

⦿心理的虐待

　言葉による脅し、無視する、罵声をあびせる、兄弟間で差別

　的に扱う、子どもの目の前で他の家族に暴力をふるう　など

⦿ネグレクト（養育放棄）

　食事を与えない、病気でも病院に連れて行かない、ひどく不

　潔にする、自動車の中に放置する、家に閉じ込める　など

⦿性的虐待

　子どもへの性的行為、性的行為を見せる、

　ポルノの被写体にする　など

お
知
ら
せ

１１月は児童虐待防止月間です

□虐待のサイン

⦿子どもの様子

　不自然な傷やあざ、家に帰りたがらない、攻撃的

　で乱暴な行動、衣類や体がいつも汚れている　など

⦿保護者の様子

　近所や地域の中で孤立している、頻繁に子どもを

　家に残し外出する、子どもや家族の不満をよく口

　にする　など

⦿家族の様子

　頻繁に子どもの泣き声が聞こえる、怒鳴り声や物

　を投げつける音がする、子どもがいるのに姿を見

　かけない　など

　福祉課社会福祉係　　　☎０９５４（６３）２１１９

　佐賀県中央児童相談所　☎０９５２（２６）１２１２

詳しくは

虐待防止のためには地域で温かく見守ることや、さりげない声かけが大切です。虐待のサインに気づいた

場合はご連絡ください。　児童相談所全国共通ダイヤル　☎１８９

　　　　　　　　　　　（連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や内容に関する秘密は守られます。）

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

　１１月１５日（月）から狩猟解禁となります。山林などへ行かれる際は、目立つ色の服装やラジオの音量を上げ

るなど、狩猟者へ注意喚起を行ってください。また、イノシシやサルなどの野生動物を目撃したら、速やかに安全

を確保し、市役所や猟友会、警察へ連絡をお願いします。

※なお、令和３年度の農業者向け侵入防止柵助成金は終了しています

お
知
ら
せ

　農林水産課農政係　☎０９５４（６３）３４１３　鹿島警察署生活安全課　☎０９５４（６３）１１１１詳しくは

～注意してください～

『狩猟解禁』のお知らせ
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　市では、子育て支援施策の一環として、放課後児童クラブを市内全小学校（７校）で運営しています。

　令和４年４月からの放課後児童クラブ入部希望者の申込受付を行います。

　※土曜日（７時３０分～１８時１０分）も全校区の利用希望児童をわんぱくクラブ（リス組・パンダ組）、ひまわりクラブで預かります。

お
知
ら
せ

令和４年度　放課後児童クラブ入部案内

対　象　者　各小学校区の児童

入部要件　昼間、保護者（父母・65歳未満の祖父母）が就労などで不在の家庭

※保護者の就労状況などにより入部できない場合があります

利用時間　授業終了後～ 18 時 10 分

※夏休みなどの長期休業中は、７時 30 分～ 18時 10 分

負　担　金　⦿月～金曜日利用　4,000 円／月（８月のみ 8,000 円）

　　　　　⦿月～土曜日利用　5,000 円／月（８月のみ 9,000 円）

※８月は、半日利用（7時30分～ 13時または 12時～ 18 時 10 分）の場合 4,000 円／月

※別途保険料（800 円／年）と、おやつ代の負担あり

※生活保護・市民税非課税・多子世帯の利用料減免措置あり

　令和４年度から多子世帯の減免（2人目 1/2、3人目以降 3/4 の減免）を行います

延長サービス事業（全クラブ）

　18 時 10 分～ 19 時（月～金曜日のみ）　※負担金 1,000 円／月

申込方法　福祉課に申請書を提出

申込期間　11 月１日（月）～ 19 日（金）

そ　の　他　定員を超えた場合、下記の理由によりそれが承認

　　　　　された場合を優先基準として入部を決定します。

　　　　　①新１年生（低学年優先）　②ひとり親・生活保護の世帯

　　　　　③遠距離通学児童　④入部児童の兄弟姉妹　⑤その他

　福祉課社会福祉係　☎０９５４（６３）２１１９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。

申請についての留意点

　支給の対象となる被保険者の皆さんには、１２月

ごろにお知らせする予定です。お知らせが届いたら、

保険健康課の窓口に申請してください。

　医療機関や薬局で１カ月に支払った医療費が上限額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されま

す。一般区分　の人については７月３１日を基準日として、１年間（８月～翌年７月）の外来の自己負担額１４万

４千円を超えた額が高額療養費（外来年間合算）として支給されます。

※一般区分とは、住民税が課税されている世帯に属する人で、本人の医療費の一部負担金の割合が１割または２割の人です。

お
知
ら
せ

高額療養費（外来年間合算）のお知らせ

※

支給要件

　令和２年８月から令和３年７月末までに被保険者

が医療機関や薬局で支払った外来の医療費の自己負

担額から月間の高額療養費を除いた額のうち、１４

万４千円を超えた額を支給します。
令和２年８月から令和３年７月末までの間に
◆転入または転出した人　◆医療保険を変更した人
◆医療保険を喪失した人（死亡や生活保護受給など）
　には、申請の対象となる旨のお知らせができない
　場合があります。

　令和３年７月 31 日時点で鹿島市国保

　または後期高齢者医療の人

　保険健康課国保係　☎０９５４（６３）２１２０

詳しくは

※上記以外の人は、それぞれの医療保険へお尋ねください。

※夏休みなどの長期休暇中利用場所が変更となるクラブ
　星の子クラブ　⇨　七浦小ゆめっ子クラブ

わんぱくクラブ　リス組

わんぱくクラブ　パンダ組

わんぱくクラブ　キリン組

げ ん き ク ラ ブ

ほ が ら か ク ラ ブＡ

ほ が ら か ク ラ ブＢ

す ぎ の 子 ク ラ ブ

ひ ま わ り ク ラ ブＡ

ひ ま わ り ク ラ ブＢ

光 の 子 ク ラ ブＡ

光 の 子 ク ラ ブＢ

か が や き ク ラ ブＡ

か が や き ク ラ ブＢ

ゆ め っ 子 ク ラ ブ

星 の 子 ク ラ ブ

ク　ラ　ブ　名

ほ が ら か ク ラ ブＣ

鹿 島 小

鹿 島 小

鹿 島 小

明 倫 小

明 倫 小

明 倫 小

能 古 見 小

古 枝 小

古 枝 小

浜 小

浜 小

北 鹿 島 小

北 鹿 島 小

七 浦 小

音 成 分 校

学　校　区

明 倫 小

40 人

40 人

25 人

35 人

40 人

40 人

39 人

35 人

35 人

21 人

39 人

35 人

35 人

39 人

15 人

定員

35 人

□児童虐待とは？

⦿身体的虐待

　殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、

　やけどを負わせる、溺れさせる　など

⦿心理的虐待

　言葉による脅し、無視する、罵声をあびせる、兄弟間で差別

　的に扱う、子どもの目の前で他の家族に暴力をふるう　など

⦿ネグレクト（養育放棄）

　食事を与えない、病気でも病院に連れて行かない、ひどく不

　潔にする、自動車の中に放置する、家に閉じ込める　など

⦿性的虐待

　子どもへの性的行為、性的行為を見せる、

　ポルノの被写体にする　など

お
知
ら
せ

１１月は児童虐待防止月間です

□虐待のサイン

⦿子どもの様子

　不自然な傷やあざ、家に帰りたがらない、攻撃的

　で乱暴な行動、衣類や体がいつも汚れている　など

⦿保護者の様子

　近所や地域の中で孤立している、頻繁に子どもを

　家に残し外出する、子どもや家族の不満をよく口

　にする　など

⦿家族の様子

　頻繁に子どもの泣き声が聞こえる、怒鳴り声や物

　を投げつける音がする、子どもがいるのに姿を見

　かけない　など

　福祉課社会福祉係　　　☎０９５４（６３）２１１９

　佐賀県中央児童相談所　☎０９５２（２６）１２１２

詳しくは

虐待防止のためには地域で温かく見守ることや、さりげない声かけが大切です。虐待のサインに気づいた

場合はご連絡ください。　児童相談所全国共通ダイヤル　☎１８９

　　　　　　　　　　　（連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や内容に関する秘密は守られます。）

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

　１１月１５日（月）から狩猟解禁となります。山林などへ行かれる際は、目立つ色の服装やラジオの音量を上げ

るなど、狩猟者へ注意喚起を行ってください。また、イノシシやサルなどの野生動物を目撃したら、速やかに安全

を確保し、市役所や猟友会、警察へ連絡をお願いします。

※なお、令和３年度の農業者向け侵入防止柵助成金は終了しています

お
知
ら
せ

　農林水産課農政係　☎０９５４（６３）３４１３　鹿島警察署生活安全課　☎０９５４（６３）１１１１詳しくは

～注意してください～

『狩猟解禁』のお知らせ



１ １１０ Ｒ3（2021）.11.1　広報かしま 広報かしま　Ｒ3（2021）.11.1

情報掲示板ワイド情報掲示板ワイド

　不法投棄は法律で『何人も、みだりに廃棄物をすててはならない。』

と定められ禁じられています。

　違反した場合、５年以下の懲役や１千万円以下の罰金、また、会社

の場合は、３億円以下の罰金など非常に厳しい罰則の対象となります。

　〔廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２５条、３２条〕

　エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、テレビ、洗濯機、乾燥機は家電リサイ

クル法の対象となりますので、処分する際は家電販売店にリサイクル

料金を支払い、引き取ってもらってください。

お
知
ら
せ

　環境下水道課環境係　☎０９５４（６３）３４１６詳しくは

不法投棄は犯罪です！

不法投棄された現場の様子不法投棄された現場の様子

　年末年始に、一時的な占用申請を希望される人は、次のような取り扱いをします。

お
知
ら
せ

年末年始の祐徳門前水路・道路の
一時的な占用申請について

　都市建設課土木管理係　☎０９５４（６３）３４１５詳しくは

対象期間　12 月１日（水）～令和４年２月 28日（月）

対象場所　祐徳門前一帯の水路・道路

申請期間　11 月１日（月）～ 11日（木）

　　　　　８時 30 分～ 17時 15 分

　　　　　※土・日・祝日を除く

申請窓口　市役所２階都市建設課土木管理係

申請の競合状況の確認は、市へ問い合わせください

　競合確認日　11 月 12 日（金）８時 30 分～ 17時 15 分

申請が競合した場合は、申請者による協議とします

　協議日時　11 月 15 日（月）10 時～ 11 時　※受付９時～

　協議会場　新世紀センター２階会議室

お
知
ら
せ

鹿島市農林漁業者事業継続支援給付金を給付します

　新型コロナウイルスの影響により収入が減少した農林漁業者に対して、意欲をもって事業を継続してもらうた

め、『鹿島市農林漁業者事業継続支援給付金』を給付します。

対　　象　以下の①～③の全てを満たす人

　　　　　①令和元年と令和２年の事業収入を比較して

　　　　　　２割以上減少した農林漁業者

　　　　　②令和元年の事業収入が１２０万円以上の人

　　　　　③市税の滞納のない人

　　　　　※上記①に該当しない人で、令和元年または

　　　　　　令和２年に対して令和３年の事業収入が

　　　　　　２割以上減少した人も、令和３年の確定

　　　　　　申告後に申請を受け付けます。　

給　付　額　10 万円

受付期間　10月15日（金）～令和４年３月10日（木）

必要書類　◇補助金申請に関する書類一式

　　　　　◇滞納のない証明　　　　　

　　　　　　※滞納のある人は税務課で、納付誓約の手続きを

　　　　　　　行っていただいた上で、納付誓約書の写しを提出

　　　　　◇対象年の確定申告書等

　農林水産課農政係

　☎０９５４（６３）３４１３

詳しくは

□令和２年中の火災発生原因（杵藤地区）

　１位　たき火・・・・・・・・・・２０件

　２位　たばこ・・・・・・・・・・・４件

　３位　放火・・・・・・・・・・・・３件

□令和２年以降の火災発生状況

総件数 ５６ ３７ ８

建　物 ２５ １８ ５

車　両 ５ ５ １

林　野 ５ ２ ０

その他 ２１ １２ ２

杵藤地区 鹿島市内

令和３年８月現在令和２年
杵藤地区

火災
件数

　女性をめぐるさまざまな人権問題についての相談を受け付けます。

　秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。

お
知
ら
せ

　佐賀地方法務局人権擁護課

　☎０９５２（２６）２１９５

詳しくは

全国一斉『女性の人権ホットライン』強化週間

と　　き　11 月 12 日（金）～ 18 日（木）

　　　　　◇月～金　８時 30 分～ 19 時　◇土・日　10 時～ 17 時

※強化週間以外でも月～金曜日の８時30分～17時15分は開設しています

電話番号　０５７０（０７０）８１０

相談担当　法務局職員、人権擁護委員

　お口の状態は健康寿命と深い関わりがあります。『お口の細菌の増加』や『唾液の減少』『飲み込みなどの筋力

低下』などは、食べる機能だけでなく、全身の衰えへと繋がります。

　７０歳以上の肺炎患者の約７割が『誤嚥性肺炎（ごえんせいはいえん）』といわれており、それは口腔内の細菌

が原因と言われています。また、新型コロナウイルス感染症の重症化に影響している“糖尿病”には、歯周病菌が

関与していることが分かっています。

　健康で元気に長生きするためには、口の中を清潔に保ち、食べられるお口を維持していくことが大切です。定期

的な歯科健診を受けてお口の健康度を知り、健康な生活を送りましょう。
　　　し

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

合わせて受診してください。

　お口の状態を知って、健康寿命を延ばしましょう。

　対　象　者　今年度 76 歳になる人

　佐賀県後期高齢者医療広域連合

　☎０９５２（６４）８４７６

　佐賀県在宅歯科医療推進連携室

　☎０９５２（２５）２２９１

詳しくは

お
知
ら
せ

幸せはお口の健康から

お
知
ら
せ

秋季全国火災予防運動が始まります
ー１１月９日（火）～１５日（月）ー

　１１月９日から１５日まで、秋季全国火災

予防運動が行われます。火災が発生しやすい

時季を迎えるにあたり、火の取扱いには十分

注意しましょう。

　鹿島消防署予防係　☎０９５４（６３）１１１９詳しくは

※今年度の『火の用心フェア』は、新型コロナ

　ウイルス感染症拡大防止のため中止します。

※この申請期間に占用希望者がいなかった場所・期間は占用開始１０日前まで申請を受け付けます
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情報掲示板ワイド情報掲示板ワイド

　不法投棄は法律で『何人も、みだりに廃棄物をすててはならない。』

と定められ禁じられています。

　違反した場合、５年以下の懲役や１千万円以下の罰金、また、会社

の場合は、３億円以下の罰金など非常に厳しい罰則の対象となります。

　〔廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２５条、３２条〕

　エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、テレビ、洗濯機、乾燥機は家電リサイ

クル法の対象となりますので、処分する際は家電販売店にリサイクル

料金を支払い、引き取ってもらってください。

お
知
ら
せ

　環境下水道課環境係　☎０９５４（６３）３４１６詳しくは

不法投棄は犯罪です！

不法投棄された現場の様子不法投棄された現場の様子

　年末年始に、一時的な占用申請を希望される人は、次のような取り扱いをします。

お
知
ら
せ

年末年始の祐徳門前水路・道路の
一時的な占用申請について

　都市建設課土木管理係　☎０９５４（６３）３４１５詳しくは

対象期間　12 月１日（水）～令和４年２月 28日（月）

対象場所　祐徳門前一帯の水路・道路

申請期間　11 月１日（月）～ 11日（木）

　　　　　８時 30 分～ 17時 15 分

　　　　　※土・日・祝日を除く

申請窓口　市役所２階都市建設課土木管理係

申請の競合状況の確認は、市へ問い合わせください

　競合確認日　11 月 12 日（金）８時 30 分～ 17時 15 分

申請が競合した場合は、申請者による協議とします

　協議日時　11 月 15 日（月）10 時～ 11 時　※受付９時～

　協議会場　新世紀センター２階会議室

お
知
ら
せ

鹿島市農林漁業者事業継続支援給付金を給付します

　新型コロナウイルスの影響により収入が減少した農林漁業者に対して、意欲をもって事業を継続してもらうた

め、『鹿島市農林漁業者事業継続支援給付金』を給付します。

対　　象　以下の①～③の全てを満たす人

　　　　　①令和元年と令和２年の事業収入を比較して

　　　　　　２割以上減少した農林漁業者

　　　　　②令和元年の事業収入が１２０万円以上の人

　　　　　③市税の滞納のない人

　　　　　※上記①に該当しない人で、令和元年または

　　　　　　令和２年に対して令和３年の事業収入が

　　　　　　２割以上減少した人も、令和３年の確定

　　　　　　申告後に申請を受け付けます。　

給　付　額　10 万円

受付期間　10月15日（金）～令和４年３月10日（木）

必要書類　◇補助金申請に関する書類一式

　　　　　◇滞納のない証明　　　　　

　　　　　　※滞納のある人は税務課で、納付誓約の手続きを

　　　　　　　行っていただいた上で、納付誓約書の写しを提出

　　　　　◇対象年の確定申告書等

　農林水産課農政係

　☎０９５４（６３）３４１３

詳しくは

□令和２年中の火災発生原因（杵藤地区）

　１位　たき火・・・・・・・・・・２０件

　２位　たばこ・・・・・・・・・・・４件

　３位　放火・・・・・・・・・・・・３件

□令和２年以降の火災発生状況

総件数 ５６ ３７ ８

建　物 ２５ １８ ５

車　両 ５ ５ １

林　野 ５ ２ ０

その他 ２１ １２ ２

杵藤地区 鹿島市内

令和３年８月現在令和２年
杵藤地区

火災
件数

　女性をめぐるさまざまな人権問題についての相談を受け付けます。

　秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。

お
知
ら
せ

　佐賀地方法務局人権擁護課

　☎０９５２（２６）２１９５

詳しくは

全国一斉『女性の人権ホットライン』強化週間

と　　き　11 月 12 日（金）～ 18 日（木）

　　　　　◇月～金　８時 30 分～ 19 時　◇土・日　10 時～ 17 時

※強化週間以外でも月～金曜日の８時30分～17時15分は開設しています

電話番号　０５７０（０７０）８１０

相談担当　法務局職員、人権擁護委員

　お口の状態は健康寿命と深い関わりがあります。『お口の細菌の増加』や『唾液の減少』『飲み込みなどの筋力

低下』などは、食べる機能だけでなく、全身の衰えへと繋がります。

　７０歳以上の肺炎患者の約７割が『誤嚥性肺炎（ごえんせいはいえん）』といわれており、それは口腔内の細菌

が原因と言われています。また、新型コロナウイルス感染症の重症化に影響している“糖尿病”には、歯周病菌が

関与していることが分かっています。

　健康で元気に長生きするためには、口の中を清潔に保ち、食べられるお口を維持していくことが大切です。定期

的な歯科健診を受けてお口の健康度を知り、健康な生活を送りましょう。
　　　し

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

合わせて受診してください。

　お口の状態を知って、健康寿命を延ばしましょう。

　対　象　者　今年度 76 歳になる人

　佐賀県後期高齢者医療広域連合

　☎０９５２（６４）８４７６

　佐賀県在宅歯科医療推進連携室

　☎０９５２（２５）２２９１

詳しくは

お
知
ら
せ

幸せはお口の健康から

お
知
ら
せ

秋季全国火災予防運動が始まります
ー１１月９日（火）～１５日（月）ー

　１１月９日から１５日まで、秋季全国火災

予防運動が行われます。火災が発生しやすい

時季を迎えるにあたり、火の取扱いには十分

注意しましょう。

　鹿島消防署予防係　☎０９５４（６３）１１１９詳しくは

※今年度の『火の用心フェア』は、新型コロナ

　ウイルス感染症拡大防止のため中止します。

※この申請期間に占用希望者がいなかった場所・期間は占用開始１０日前まで申請を受け付けます



１３１２ Ｒ3（2021）.11.1　広報かしま 広報かしま　Ｒ3（2021）.11.1

情報掲示板ワイド情報掲示板ワイド

　年内に納付した国民年金保険料は、全額が所得税・市町村民税等の社会保険料控除の対象となります。年末調整

や確定申告で国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合には、『社会保険料（国民年金保険料）控除証

明書』の添付が必要ですので、申告を行うまで大切に保管してください。

お
知
ら
せ

令和３年の社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書が送付されます

　武雄年金事務所　☎０９５４（２３）０１２１詳しくは

※納め忘れなどがある場合も、年内に納付すれば、今年分の控除として申告できます。

□令和３年１月１日～令和３年９月 30日までの間に納付実績のある人 ・・令和３年 11 月上旬

□令和３年 10 月以降に今年初めて国民年金保険料を納付した人・・・・・令和４年２月上旬
送付時期

お
知
ら
せ

令和４年　鹿島市成人式のご案内

と　　き　令和４年１月９日（日）

と　こ　ろ　生涯学習センター・エイブル

午前の部　古枝・浜・七浦

　　　　　受付 10 時 30 分～　開式 11 時～

午後の部　鹿島・能古見・北鹿島・明倫

　　　　　受付 14 時～　開式 15 時～

　※午前の部、午後の部ともに同じ内容です

　※当日は、新成人のみ会場に入場可能です

対　　象　平成 13 年４月２日から平成 14年４月１日までに

　　　　　生まれた人で、以下のいずれかに該当する人

　　　　　①鹿島市に住民登録している人

　　　　　②鹿島市に住んでいたことがある人

　　　　　③鹿島市内の学校に在籍または卒業した人

　　　　　④鹿島市内で働いている人

　　　　　⑤鹿島市で成人式を希望する人

※①の人は案内ハガキを送付します。

　②③④⑤で参加を希望する人はご連絡ください。

　生涯学習課社会教育・文化係　☎０９５４（６３）２１２５詳しくは

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

部制で開催します。転居などにより現住所と出身小・中学校区が異なる場合は、午前の部、午後の部のいずれかに

ご参加ください。なお、状況により内容が変更または中止となる場合があります。

申し込みできる場所
　市内に本店・支店がある金融機関・郵便局

　※申込書は金融機関・郵便局の窓口および税務課に

　　用意しています

申し込みに必要なもの
　預貯金口座の通帳・届出印

口座振替できる税
　◉集合徴収（市県民税、固定資産税、国民健康保険税）

　◉軽自動車税

お
知
ら
せ

口座振替をご利用ください
～市税の納付は、『便利・安心・確実』な口座振替で～

　税務課納税係　☎０９５４（６３）２１１８詳しくは

❖納税に関する相談は随時受け付けていますので、
　税務課までご連絡ください

口座振替日
　◉集合徴収は６月～３月（10期）の毎月末、12月は 28日

　◉軽自動車税は５月末

　※月末が土・日・祝日の場合は前日

　※広報かしま『情報掲示板』内にも掲載しています

　　（今月は 26ページに掲載）

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

て開催される『第５０回鹿島市特産品まつり』でＰＲ・販売するチャレンジブースの出店者を募集します。

お
知
ら
せ

『鹿島市特産品まつり』チャレンジブース出店者募集！

対　　象　市内で製造、生産される商品を扱う法人

　　　　　および個人事業主

定　　員　10 事業者程度（事前審査あり）

　　　　　※小間（180 ㎝×90 ㎝）

出　店　料　5,000 円

募集締切　11 月 15 日（月）

『鹿島市特産品まつり』開催日程

と　き　12 月８日（水）～９日（木）10時～ 14 時

　　　　※８日（水）のみ 22 時まで

ところ　祐徳稲荷神社参集殿

　協議会事務局（中村蒲鉾店内）

　☎０９５４（６２）１１６１

詳しくは

　『障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律』（いわゆる『障害者虐待防止法』）に基づき、

障がい者虐待の通報や虐待を受けた障がい者からの届け出の受け付けなど、相談専用窓口を開設しています。

　障がい者虐待の疑いがあれば、まずは相談窓口へご連絡ください。

お
知
ら
せ

障がい者虐待の相談窓口を開設しています
～まずはご連絡ください～

　福祉課障がい福祉係

　☎０９５４（６３）２１１９

詳しくは

平日８時 30 分～ 17 時 15 分　市役所１階福祉課

☎０９５４（６３）２１４０

℻０９５４（６３）２１２８

24 時間対応窓口　市障がい者虐待防止センター

☎０８０（６４５５）６７０９

　令和３年１０月２０日から、マイナンバーカードの健康保険証としての利用が本格運用となりました。（顔認証

付きカードリーダーが設置された医療機関や薬局で利用できます）利用するには事前の設定（申込）が必要です。

お
知
ら
せ

マイナンバーカードの保険証利用が本格運用となりました

■パソコン、スマートフォンで設定（申込）

　必要なものをチェック！

　◆申込者本人のマイナンバーカード

　　＋市区町村窓口で設定した暗証番号（数字４桁）

　◆マイナンバーカード読取対応スマホ

　　またはパソコン＋ＩＣカードリーダー

　◆マイナポータル（アプリ）のインストール

設定（申込）の手順

①マイナポータルへアクセス

②健康保険証利用の申込の『利用

　を申し込む』をクリック

③利用規約等を確認して同意する

④マイナンバーカードを読み取る

設定（申込）の手順

①マイナポータルへアクセス

②健康保険証利用の申込の『利用

　を申し込む』をクリック

③利用規約等を確認して同意する

④マイナンバーカードを読み取る

スマホからの
アクセスは
こちら

スマホからの
アクセスは
こちら

■パソコン、スマートフォンをお持ちでない人は市役所で設定（申込）

　必要なものをチェック！　申込者本人のマイナンバーカードと暗証番号（数字４桁）

　市役所１階に設定用タブレットを設置しています。設定はご本人で行っていただきます。

　保険健康課国保係　☎０９５４（６３）２１２０詳しくは今後も健康保険証は利用できます今後も健康保険証は利用できます
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情報掲示板ワイド情報掲示板ワイド

　年内に納付した国民年金保険料は、全額が所得税・市町村民税等の社会保険料控除の対象となります。年末調整

や確定申告で国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合には、『社会保険料（国民年金保険料）控除証

明書』の添付が必要ですので、申告を行うまで大切に保管してください。

お
知
ら
せ

令和３年の社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書が送付されます

　武雄年金事務所　☎０９５４（２３）０１２１詳しくは

※納め忘れなどがある場合も、年内に納付すれば、今年分の控除として申告できます。

□令和３年１月１日～令和３年９月 30日までの間に納付実績のある人 ・・令和３年 11 月上旬

□令和３年 10 月以降に今年初めて国民年金保険料を納付した人・・・・・令和４年２月上旬
送付時期

お
知
ら
せ

令和４年　鹿島市成人式のご案内

と　　き　令和４年１月９日（日）

と　こ　ろ　生涯学習センター・エイブル

午前の部　古枝・浜・七浦

　　　　　受付 10 時 30 分～　開式 11 時～

午後の部　鹿島・能古見・北鹿島・明倫

　　　　　受付 14 時～　開式 15 時～

　※午前の部、午後の部ともに同じ内容です

　※当日は、新成人のみ会場に入場可能です

対　　象　平成 13 年４月２日から平成 14年４月１日までに

　　　　　生まれた人で、以下のいずれかに該当する人

　　　　　①鹿島市に住民登録している人

　　　　　②鹿島市に住んでいたことがある人

　　　　　③鹿島市内の学校に在籍または卒業した人

　　　　　④鹿島市内で働いている人

　　　　　⑤鹿島市で成人式を希望する人

※①の人は案内ハガキを送付します。

　②③④⑤で参加を希望する人はご連絡ください。

　生涯学習課社会教育・文化係　☎０９５４（６３）２１２５詳しくは

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

部制で開催します。転居などにより現住所と出身小・中学校区が異なる場合は、午前の部、午後の部のいずれかに

ご参加ください。なお、状況により内容が変更または中止となる場合があります。

申し込みできる場所
　市内に本店・支店がある金融機関・郵便局

　※申込書は金融機関・郵便局の窓口および税務課に

　　用意しています

申し込みに必要なもの
　預貯金口座の通帳・届出印

口座振替できる税
　◉集合徴収（市県民税、固定資産税、国民健康保険税）

　◉軽自動車税

お
知
ら
せ

口座振替をご利用ください
～市税の納付は、『便利・安心・確実』な口座振替で～

　税務課納税係　☎０９５４（６３）２１１８詳しくは

❖納税に関する相談は随時受け付けていますので、
　税務課までご連絡ください

口座振替日
　◉集合徴収は６月～３月（10期）の毎月末、12月は 28日

　◉軽自動車税は５月末

　※月末が土・日・祝日の場合は前日

　※広報かしま『情報掲示板』内にも掲載しています

　　（今月は 26ページに掲載）

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

て開催される『第５０回鹿島市特産品まつり』でＰＲ・販売するチャレンジブースの出店者を募集します。

お
知
ら
せ

『鹿島市特産品まつり』チャレンジブース出店者募集！

対　　象　市内で製造、生産される商品を扱う法人

　　　　　および個人事業主

定　　員　10 事業者程度（事前審査あり）

　　　　　※小間（180 ㎝×90 ㎝）

出　店　料　5,000 円

募集締切　11 月 15 日（月）

『鹿島市特産品まつり』開催日程

と　き　12 月８日（水）～９日（木）10時～ 14 時

　　　　※８日（水）のみ 22 時まで

ところ　祐徳稲荷神社参集殿

　協議会事務局（中村蒲鉾店内）

　☎０９５４（６２）１１６１

詳しくは

　『障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律』（いわゆる『障害者虐待防止法』）に基づき、

障がい者虐待の通報や虐待を受けた障がい者からの届け出の受け付けなど、相談専用窓口を開設しています。

　障がい者虐待の疑いがあれば、まずは相談窓口へご連絡ください。

お
知
ら
せ

障がい者虐待の相談窓口を開設しています
～まずはご連絡ください～

　福祉課障がい福祉係

　☎０９５４（６３）２１１９

詳しくは

平日８時 30 分～ 17 時 15 分　市役所１階福祉課

☎０９５４（６３）２１４０

℻０９５４（６３）２１２８

24 時間対応窓口　市障がい者虐待防止センター

☎０８０（６４５５）６７０９

　令和３年１０月２０日から、マイナンバーカードの健康保険証としての利用が本格運用となりました。（顔認証

付きカードリーダーが設置された医療機関や薬局で利用できます）利用するには事前の設定（申込）が必要です。

お
知
ら
せ

マイナンバーカードの保険証利用が本格運用となりました

■パソコン、スマートフォンで設定（申込）

　必要なものをチェック！

　◆申込者本人のマイナンバーカード

　　＋市区町村窓口で設定した暗証番号（数字４桁）

　◆マイナンバーカード読取対応スマホ

　　またはパソコン＋ＩＣカードリーダー

　◆マイナポータル（アプリ）のインストール

設定（申込）の手順

①マイナポータルへアクセス

②健康保険証利用の申込の『利用

　を申し込む』をクリック

③利用規約等を確認して同意する

④マイナンバーカードを読み取る

設定（申込）の手順

①マイナポータルへアクセス

②健康保険証利用の申込の『利用

　を申し込む』をクリック

③利用規約等を確認して同意する

④マイナンバーカードを読み取る

スマホからの
アクセスは
こちら

スマホからの
アクセスは
こちら

■パソコン、スマートフォンをお持ちでない人は市役所で設定（申込）

　必要なものをチェック！　申込者本人のマイナンバーカードと暗証番号（数字４桁）

　市役所１階に設定用タブレットを設置しています。設定はご本人で行っていただきます。

　保険健康課国保係　☎０９５４（６３）２１２０詳しくは今後も健康保険証は利用できます今後も健康保険証は利用できます
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✿おくすりノートを持っていきましょう

日曜・祝日および１月１日～３日
（９時～１７時）

鹿島市休日こどもクリニック

（高津原）

☎０９５４（６３）１８３８

毎日
（１９時～２１時）

武雄地区休日急患センター

（武雄市武雄町大字昭和300）

☎０９５４（２２）５５９９

水曜日（１月１日～３日を除く）
（１９時～２１時）

鹿島時間外こどもクリニック

（高津原：鹿島市休日こどもクリニック内）

☎０９５４（６３）１８３８

※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7月生まれ）

１歳６か月児健診
（令和2年4月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成30年4月生まれ）

17 日（水）

18 日（木）

4 日（木）

13時10分～13時30分

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

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

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

備考受付時間開催日行事名

場所：保健センター（エイブル１階）

□子育て・相談・教室 場所：保健センター（エイブル１階）

母子健康手帳交付 10・17 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 11 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 9 月生まれ　　　　　　（通知に記載）

赤ちゃん相談 10 日（水） 13時30分～14時30分
内　容　身体測定、個別相談（健康、栄養、歯科等）
対　象　乳幼児と保護者　※持参品：バスタオル等

離乳食教室（前期） ２日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・試食等　※持参品：バスタオル等
対　象　5・6 か月児の保護者

離乳食教室（後期） 16 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・個別相談　※持参品：バスタオル等
対　象　8・10 か月児の保護者　　　　　　（通知に記載）

２歳児フッ化物塗布 18 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 11 月生まれ（希望者のみ）

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

く ら し
の カレンダーカレンダー11月

November

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

3 日（祝）
6 日（土）
7 日（日）

13 日（土）
14 日（日）
20 日（土）
21 日（日）
23 日（祝）
27 日（土）
28 日（日）

池田設備左官工務店　☎０９０（８４０５）６２９８
宮園電工　　　　　　☎（６３）３１５１
峰松建設　　　　　　☎（６２）２０６８
鹿島工設　　　　　　☎（６３）１３２３
山口工業　　　　　　☎（６０）４０７４
佐賀庭苑　　　　　　☎（６２）８８１６
植松建設　　　　　　☎（６２）３５２６
家永設備　　　　　　☎（６２）７１２９
山中鉄工　　　　　　☎（６３）３３４１
池田設備左官工務店　☎０９０（８４０５）６２９８

✿おくすりノートを持っていきましょう

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

夜　　間：杵藤地区消防本部救急医療情報案内
☎０９５４（２２）４２０７
※休日・夜間の小児救急医療は14ページをご覧ください

日 在宅当番医 当番薬局
犬塚病院　☎（６３）２５３８3 日（祝） アルバ薬局

西岡内科クリニック　☎（６３）４０９０14 日（日） 前山薬局
織田病院　☎（６３）３２７５21 日（日） 溝上薬局スカイロード店
志田病院　☎（６３）１２３６23 日（祝） 溝上薬局北鹿島店
中村医院　☎（６３）９２３４28 日（日） オダ薬局

市役所
保健センター

6・13・20・27 日（土）
3・23 日（祝）、
7・14・21・28 日（日）

28 日（日）
市民交流プラザ

（かたらい）

子育て支援センター
（わ・わ・わ ぽっと）

生涯学習センター
（エイブル）

市民図書館

2・9・16・30 日（火）、24 日（水）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

1・8・15・22・29 日（月）、
4 日（木）、24 日（水）

産業活性化施設
（海道しるべ）

1・8・15・22・29 日（月）、
4 日・25 日（木）、24 日（水）

3・23 日（祝）、
2・9・16・30 日（火）・28（日）

令和３年９月３０日現在

鹿島市

－ 1 人能古見

浜

－北鹿島

－

男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

28,324

13,586

3,270

2,860

2,692

3,339

2,577

13,386

14,938

10,878

5,512

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

0 人 21 世帯

4 人 15 世帯

1,135 世帯 3 世帯

1,023 世帯

1,244 世帯

1,024 世帯

940 世帯

2 人

6 人

9 人

2 人

2 人

2 人

3 世帯

2 世帯

2 世帯

2 世帯

－

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

森田医院　☎（６３）３９５６7 日（日） アルナ薬局鹿島店

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

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

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階（ピオ内）

時　　間　10 時～ 17 時

対　　象　就学前児と保護者（就学前児と兄弟の小学生は利用可）

 　　　  　❖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
　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
　『みんなで秋を感じよう”芋ほり体験”』

と　き　11 月 10 日（水）※雨天時 12 日（金）

　　　　11 月 15 日（月）※雨天時 17 日（水）

時　間　９時 30 分 集合

場　所　鹿島市福祉作業所（浜町）

対　象　おおむね５か月～就学前児と保護者

料　金　大人　400 円

　　　　子ども 100 円

定　員　各７組（先着予約順）

❖申込は 11 月４日（木）10 時～！

　新型コロナウイルス感染症や天候等の状況に

　よって内容が変更になる場合があります。

※詳しくは facebook をご覧ください

1・8・15・22・29 日（月）、
4 日（木）、24 日（水）

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

日 在宅当番医 所在地
町立太良病院　　　☎０９５４（６７）００１６
田中医院　　　　　☎０９５４（４３）２１１１
村山小児科　　　　☎０９５４（６３）１１５８
太田医院　　　　　☎０９５４（４３）１１４８
織田病院　　　　　☎０９５４（６３）３２７５

9日
2日

16日
23日
30日

太良町
嬉野市
鹿島市
嬉野市
鹿島市

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

２歳６か月児フッ化物塗布 12 日（金） 13時10分～13時30分
内　容　歯科診察、フッ化物塗布 ※必ず歯磨きをしてきてください
対　象　平成 31 年 1・3・4 月生まれ（希望者のみ）

成人健康相談 10 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
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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7月生まれ）

１歳６か月児健診
（令和2年4月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成30年4月生まれ）

17 日（水）

18 日（木）

4 日（木）

13時10分～13時30分

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

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

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

備考受付時間開催日行事名

場所：保健センター（エイブル１階）

□子育て・相談・教室 場所：保健センター（エイブル１階）

母子健康手帳交付 10・17 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 11 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 9 月生まれ　　　　　　（通知に記載）

赤ちゃん相談 10 日（水） 13時30分～14時30分
内　容　身体測定、個別相談（健康、栄養、歯科等）
対　象　乳幼児と保護者　※持参品：バスタオル等

離乳食教室（前期） ２日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・試食等　※持参品：バスタオル等
対　象　5・6 か月児の保護者

離乳食教室（後期） 16 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・個別相談　※持参品：バスタオル等
対　象　8・10 か月児の保護者　　　　　　（通知に記載）

２歳児フッ化物塗布 18 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 11 月生まれ（希望者のみ）

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

く ら し
の カレンダーカレンダー11月

November

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

3 日（祝）
6 日（土）
7 日（日）

13 日（土）
14 日（日）
20 日（土）
21 日（日）
23 日（祝）
27 日（土）
28 日（日）

池田設備左官工務店　☎０９０（８４０５）６２９８
宮園電工　　　　　　☎（６３）３１５１
峰松建設　　　　　　☎（６２）２０６８
鹿島工設　　　　　　☎（６３）１３２３
山口工業　　　　　　☎（６０）４０７４
佐賀庭苑　　　　　　☎（６２）８８１６
植松建設　　　　　　☎（６２）３５２６
家永設備　　　　　　☎（６２）７１２９
山中鉄工　　　　　　☎（６３）３３４１
池田設備左官工務店　☎０９０（８４０５）６２９８

✿おくすりノートを持っていきましょう

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

夜　　間：杵藤地区消防本部救急医療情報案内
☎０９５４（２２）４２０７
※休日・夜間の小児救急医療は14ページをご覧ください

日 在宅当番医 当番薬局
犬塚病院　☎（６３）２５３８3 日（祝） アルバ薬局

西岡内科クリニック　☎（６３）４０９０14 日（日） 前山薬局
織田病院　☎（６３）３２７５21 日（日） 溝上薬局スカイロード店
志田病院　☎（６３）１２３６23 日（祝） 溝上薬局北鹿島店
中村医院　☎（６３）９２３４28 日（日） オダ薬局

市役所
保健センター

6・13・20・27 日（土）
3・23 日（祝）、
7・14・21・28 日（日）

28 日（日）
市民交流プラザ

（かたらい）

子育て支援センター
（わ・わ・わ ぽっと）

生涯学習センター
（エイブル）

市民図書館

2・9・16・30 日（火）、24 日（水）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

1・8・15・22・29 日（月）、
4 日（木）、24 日（水）

産業活性化施設
（海道しるべ）

1・8・15・22・29 日（月）、
4 日・25 日（木）、24 日（水）

3・23 日（祝）、
2・9・16・30 日（火）・28（日）

令和３年９月３０日現在

鹿島市

－ 1 人能古見

浜

－北鹿島

－

男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

28,324

13,586

3,270

2,860

2,692

3,339

2,577

13,386

14,938

10,878

5,512

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

0 人 21 世帯

4 人 15 世帯

1,135 世帯 3 世帯

1,023 世帯

1,244 世帯

1,024 世帯

940 世帯

2 人

6 人

9 人

2 人

2 人

2 人

3 世帯

2 世帯

2 世帯

2 世帯

－

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

森田医院　☎（６３）３９５６7 日（日） アルナ薬局鹿島店

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

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

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階（ピオ内）

時　　間　10 時～ 17 時

対　　象　就学前児と保護者（就学前児と兄弟の小学生は利用可）

 　　　  　❖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
　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
　『みんなで秋を感じよう”芋ほり体験”』

と　き　11 月 10 日（水）※雨天時 12 日（金）

　　　　11 月 15 日（月）※雨天時 17 日（水）

時　間　９時 30 分 集合

場　所　鹿島市福祉作業所（浜町）

対　象　おおむね５か月～就学前児と保護者

料　金　大人　400 円

　　　　子ども 100 円

定　員　各７組（先着予約順）

❖申込は 11 月４日（木）10 時～！

　新型コロナウイルス感染症や天候等の状況に

　よって内容が変更になる場合があります。

※詳しくは facebook をご覧ください

1・8・15・22・29 日（月）、
4 日（木）、24 日（水）

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

日 在宅当番医 所在地
町立太良病院　　　☎０９５４（６７）００１６
田中医院　　　　　☎０９５４（４３）２１１１
村山小児科　　　　☎０９５４（６３）１１５８
太田医院　　　　　☎０９５４（４３）１１４８
織田病院　　　　　☎０９５４（６３）３２７５

9日
2日

16日
23日
30日

太良町
嬉野市
鹿島市
嬉野市
鹿島市

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

２歳６か月児フッ化物塗布 12 日（金） 13時10分～13時30分
内　容　歯科診察、フッ化物塗布 ※必ず歯磨きをしてきてください
対　象　平成 31 年 1・3・4 月生まれ（希望者のみ）

成人健康相談 10 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
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その他予防接種のお知らせその他予防接種のお知らせ

高齢者の肺炎球菌感染症予防接種について

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

　　　　　　※対象者には６月にお知らせのはがきを郵送しています

　　　　　②60～64歳で、心臓・腎臓・呼吸器などに重い障がいのある人

接種期限　令和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

県内の医療機関での個別接種です。直接医療機関へ申し込みください。
注意事項

◆過去に23価肺炎球菌ワクチンの接種

　を受けたことがある人は対象外です

◆定期接種の対象となるのは１人１回

　のみです

　※左の『対象者①』の人は、今年度

　　接種を受けなかった場合、次年度

　　以降は全額自己負担となります

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

　『子宮頸がん予防ワクチンの接種を受ける皆様へ』

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

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

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

　接種にあたっては有効性とリスクを理解したうえで受けてください。

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

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

　持　参　品　母子健康手帳、予診票、委任状（保護者が同伴しない場合）

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

子宮頸がん予防ワクチン（ヒトパピローマウイルスワクチン）について

　鹿島市保健センター（エイブル１階）　☎０９５４（６３）３３７３詳しくは

　地域コミュニティ活動の活性化と宝くじ

の普及宣伝を目的とした『宝くじ助成金』

を活用して、令和３年度に古枝地区振興会

では地域の行事などで活用するテント、テ

ント用ウェイト、折りたたみテーブル、透

明ロールスクリーンを整備しました。

　企画財政課企画係　☎０９５４（６３）２１０１詳しくは

折りたたみテーブル折りたたみテーブル テントテント テント用ウェイトテント用ウェイト

透明ロールスクリーン透明ロールスクリーン

新型コロナウイルスワクチン接種について

１・２回目接種について１・２回目接種について
■１・２回目が未接種の方へ

　　集団接種は終了し、現在は医療機関で行う個別接種のみとなっています。接種できる医療機関は、

　コロナワクチンナビに掲載されておりますので、そちらをご覧ください。

　　市ホームページ『新型コロナワクチン接種について』のページからコロナワクチンナビを確認

　することができます。確認することができない方は下記へご連絡ください。

■１・２回目接種が終了された方へ

　　ワクチンシールが貼付された『予防接種済証』は大切に保管してください。

■体調不良等で２回目の接種が保留になっている方へ

　　体調不良等で２回目の接種をキャンセルし、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。

■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。

３回目接種について３回目接種について
　２回目の接種が終了し、概ね８カ月以上経過した方を対象に、１回追加接種を実施します。

　現在、３回目接種に向けて準備を行っており、今後対象になる方には、順次３回目の接種券をお

送りします。接種券の発送時期が明確になりましたら、市報、ホームページなどでお知らせします。

■２回接種が終了してから鹿島市へ転入された方へ

　　２回接種が終了したことを把握できないと接種券を発行できないため、接種をしたことがわか

　るもの（接種済証や接種記録書）を持参の上、保健センターへお越しください。

　　　　　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

❖その他の相談や健康に関すること❖
　◇厚生労働省電話相談窓口（コールセンター）　☎０１２０（５６５）６５３　時間９時～ 21 時（土・日・祝日含む）

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

◇◇◇◇◇◇　季節性インフルエンザとの同時流行に備えた医療提供体制　◇◇◇◇◇◇

発熱等の症状がある場合は、まず、かかりつけ医等、地域の身近な医療機関に電話で相談してください。

かかりつけ医等に電話で相談かかりつけ医等に電話で相談

受診できる場合受診できる場合

かかりつけ医等がない場合かかりつけ医等がない場合

❖受診前に必ず電話で来院時間などを相談して

　ください。また、公共交通機関は利用せず、

　マスクを着用して来院してください。

『かかりつけ医等』で診療・検査

『診療・検査医療機関』で診療・検査
かかりつけ医等で
受診できない場合
かかりつけ医等で
受診できない場合

受診・相談センターに電話で相談
『診療・検査医療機関』を案内

受診・相談センターに電話で相談
『診療・検査医療機関』を案内

発熱患者等発熱患者等
❖受診・相談センター（専用・相談ダイヤル）❖
　発熱等の症状がある　☎０９５４（６９）１１０２

　その他一般相談　　　☎０９５４（６９）１１０３

　時間８時 30 分～ 20 時（土・日・祝日含む）
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その他予防接種のお知らせその他予防接種のお知らせ

高齢者の肺炎球菌感染症予防接種について

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

　　　　　　※対象者には６月にお知らせのはがきを郵送しています

　　　　　②60～64歳で、心臓・腎臓・呼吸器などに重い障がいのある人

接種期限　令和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

県内の医療機関での個別接種です。直接医療機関へ申し込みください。
注意事項

◆過去に23価肺炎球菌ワクチンの接種

　を受けたことがある人は対象外です

◆定期接種の対象となるのは１人１回

　のみです

　※左の『対象者①』の人は、今年度

　　接種を受けなかった場合、次年度

　　以降は全額自己負担となります

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

　『子宮頸がん予防ワクチンの接種を受ける皆様へ』

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

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

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

　接種にあたっては有効性とリスクを理解したうえで受けてください。

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

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

　持　参　品　母子健康手帳、予診票、委任状（保護者が同伴しない場合）

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

子宮頸がん予防ワクチン（ヒトパピローマウイルスワクチン）について

　鹿島市保健センター（エイブル１階）　☎０９５４（６３）３３７３詳しくは

　地域コミュニティ活動の活性化と宝くじ

の普及宣伝を目的とした『宝くじ助成金』

を活用して、令和３年度に古枝地区振興会

では地域の行事などで活用するテント、テ

ント用ウェイト、折りたたみテーブル、透

明ロールスクリーンを整備しました。

　企画財政課企画係　☎０９５４（６３）２１０１詳しくは

折りたたみテーブル折りたたみテーブル テントテント テント用ウェイトテント用ウェイト

透明ロールスクリーン透明ロールスクリーン

新型コロナウイルスワクチン接種について

１・２回目接種について１・２回目接種について
■１・２回目が未接種の方へ

　　集団接種は終了し、現在は医療機関で行う個別接種のみとなっています。接種できる医療機関は、

　コロナワクチンナビに掲載されておりますので、そちらをご覧ください。

　　市ホームページ『新型コロナワクチン接種について』のページからコロナワクチンナビを確認

　することができます。確認することができない方は下記へご連絡ください。

■１・２回目接種が終了された方へ

　　ワクチンシールが貼付された『予防接種済証』は大切に保管してください。

■体調不良等で２回目の接種が保留になっている方へ

　　体調不良等で２回目の接種をキャンセルし、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。

■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。

３回目接種について３回目接種について
　２回目の接種が終了し、概ね８カ月以上経過した方を対象に、１回追加接種を実施します。

　現在、３回目接種に向けて準備を行っており、今後対象になる方には、順次３回目の接種券をお

送りします。接種券の発送時期が明確になりましたら、市報、ホームページなどでお知らせします。

■２回接種が終了してから鹿島市へ転入された方へ

　　２回接種が終了したことを把握できないと接種券を発行できないため、接種をしたことがわか

　るもの（接種済証や接種記録書）を持参の上、保健センターへお越しください。

　　　　　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

❖その他の相談や健康に関すること❖
　◇厚生労働省電話相談窓口（コールセンター）　☎０１２０（５６５）６５３　時間９時～ 21 時（土・日・祝日含む）

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

◇◇◇◇◇◇　季節性インフルエンザとの同時流行に備えた医療提供体制　◇◇◇◇◇◇

発熱等の症状がある場合は、まず、かかりつけ医等、地域の身近な医療機関に電話で相談してください。

かかりつけ医等に電話で相談かかりつけ医等に電話で相談

受診できる場合受診できる場合

かかりつけ医等がない場合かかりつけ医等がない場合

❖受診前に必ず電話で来院時間などを相談して

　ください。また、公共交通機関は利用せず、

　マスクを着用して来院してください。

『かかりつけ医等』で診療・検査

『診療・検査医療機関』で診療・検査
かかりつけ医等で
受診できない場合
かかりつけ医等で
受診できない場合

受診・相談センターに電話で相談
『診療・検査医療機関』を案内

受診・相談センターに電話で相談
『診療・検査医療機関』を案内

発熱患者等発熱患者等
❖受診・相談センター（専用・相談ダイヤル）❖
　発熱等の症状がある　☎０９５４（６９）１１０２

　その他一般相談　　　☎０９５４（６９）１１０３

　時間８時 30 分～ 20 時（土・日・祝日含む）
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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7月生まれ）

１歳６か月児健診
（令和2年4月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成30年4月生まれ）

17 日（水）

18 日（木）

4 日（木）

13時10分～13時30分

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

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

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

備考受付時間開催日行事名

場所：保健センター（エイブル１階）

□子育て・相談・教室 場所：保健センター（エイブル１階）

母子健康手帳交付 10・17 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 11 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 9 月生まれ　　　　　　（通知に記載）

赤ちゃん相談 10 日（水） 13時30分～14時30分
内　容　身体測定、個別相談（健康、栄養、歯科等）
対　象　乳幼児と保護者　※持参品：バスタオル等

離乳食教室（前期） ２日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・試食等　※持参品：バスタオル等
対　象　5・6 か月児の保護者

離乳食教室（後期） 16 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・個別相談　※持参品：バスタオル等
対　象　8・10 か月児の保護者　　　　　　（通知に記載）

２歳児フッ化物塗布 18 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 11 月生まれ（希望者のみ）

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

く ら し
の カレンダーカレンダー11月

November

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

3 日（祝）
6 日（土）
7 日（日）

13 日（土）
14 日（日）
20 日（土）
21 日（日）
23 日（祝）
27 日（土）
28 日（日）

池田設備左官工務店　☎０９０（８４０５）６２９８
宮園電工　　　　　　☎（６３）３１５１
峰松建設　　　　　　☎（６２）２０６８
鹿島工設　　　　　　☎（６３）１３２３
山口工業　　　　　　☎（６０）４０７４
佐賀庭苑　　　　　　☎（６２）８８１６
植松建設　　　　　　☎（６２）３５２６
家永設備　　　　　　☎（６２）７１２９
山中鉄工　　　　　　☎（６３）３３４１
池田設備左官工務店　☎０９０（８４０５）６２９８

✿おくすりノートを持っていきましょう

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

夜　　間：杵藤地区消防本部救急医療情報案内
☎０９５４（２２）４２０７
※休日・夜間の小児救急医療は14ページをご覧ください

日 在宅当番医 当番薬局
犬塚病院　☎（６３）２５３８3 日（祝） アルバ薬局

西岡内科クリニック　☎（６３）４０９０14 日（日） 前山薬局
織田病院　☎（６３）３２７５21 日（日） 溝上薬局スカイロード店
志田病院　☎（６３）１２３６23 日（祝） 溝上薬局北鹿島店
中村医院　☎（６３）９２３４28 日（日） オダ薬局

市役所
保健センター

6・13・20・27 日（土）
3・23 日（祝）、
7・14・21・28 日（日）

28 日（日）
市民交流プラザ

（かたらい）

子育て支援センター
（わ・わ・わ ぽっと）

生涯学習センター
（エイブル）

市民図書館

2・9・16・30 日（火）、24 日（水）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

1・8・15・22・29 日（月）、
4 日（木）、24 日（水）

産業活性化施設
（海道しるべ）

1・8・15・22・29 日（月）、
4 日・25 日（木）、24 日（水）

3・23 日（祝）、
2・9・16・30 日（火）・28（日）

令和３年９月３０日現在

鹿島市

－ 1 人能古見

浜

－北鹿島

－

男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

28,324

13,586

3,270

2,860

2,692

3,339

2,577

13,386

14,938

10,878

5,512

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

0 人 21 世帯

4 人 15 世帯

1,135 世帯 3 世帯

1,023 世帯

1,244 世帯

1,024 世帯

940 世帯

2 人

6 人
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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

森田医院　☎（６３）３９５６7 日（日） アルナ薬局鹿島店

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

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

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階（ピオ内）

時　　間　10 時～ 17 時

対　　象　就学前児と保護者（就学前児と兄弟の小学生は利用可）

 　　　  　❖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
　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
　『みんなで秋を感じよう”芋ほり体験”』

と　き　11 月 10 日（水）※雨天時 12 日（金）

　　　　11 月 15 日（月）※雨天時 17 日（水）

時　間　９時 30 分 集合

場　所　鹿島市福祉作業所（浜町）

対　象　おおむね５か月～就学前児と保護者

料　金　大人　400 円

　　　　子ども 100 円

定　員　各７組（先着予約順）

❖申込は 11 月４日（木）10 時～！

　新型コロナウイルス感染症や天候等の状況に

　よって内容が変更になる場合があります。

※詳しくは facebook をご覧ください

1・8・15・22・29 日（月）、
4 日（木）、24 日（水）

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

日 在宅当番医 所在地
町立太良病院　　　☎０９５４（６７）００１６
田中医院　　　　　☎０９５４（４３）２１１１
村山小児科　　　　☎０９５４（６３）１１５８
太田医院　　　　　☎０９５４（４３）１１４８
織田病院　　　　　☎０９５４（６３）３２７５

9日
2日

16日
23日
30日

太良町
嬉野市
鹿島市
嬉野市
鹿島市

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

２歳６か月児フッ化物塗布 12 日（金） 13時10分～13時30分
内　容　歯科診察、フッ化物塗布 ※必ず歯磨きをしてきてください
対　象　平成 31 年 1・3・4 月生まれ（希望者のみ）

成人健康相談 10 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
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その他予防接種のお知らせその他予防接種のお知らせ

高齢者の肺炎球菌感染症予防接種について

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

　　　　　　※対象者には６月にお知らせのはがきを郵送しています

　　　　　②60～64歳で、心臓・腎臓・呼吸器などに重い障がいのある人

接種期限　令和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

県内の医療機関での個別接種です。直接医療機関へ申し込みください。
注意事項

◆過去に23価肺炎球菌ワクチンの接種

　を受けたことがある人は対象外です

◆定期接種の対象となるのは１人１回

　のみです

　※左の『対象者①』の人は、今年度

　　接種を受けなかった場合、次年度

　　以降は全額自己負担となります

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

　『子宮頸がん予防ワクチンの接種を受ける皆様へ』

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

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

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

　接種にあたっては有効性とリスクを理解したうえで受けてください。

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

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

　持　参　品　母子健康手帳、予診票、委任状（保護者が同伴しない場合）

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

子宮頸がん予防ワクチン（ヒトパピローマウイルスワクチン）について

　鹿島市保健センター（エイブル１階）　☎０９５４（６３）３３７３詳しくは

　地域コミュニティ活動の活性化と宝くじ

の普及宣伝を目的とした『宝くじ助成金』

を活用して、令和３年度に古枝地区振興会

では地域の行事などで活用するテント、テ

ント用ウェイト、折りたたみテーブル、透

明ロールスクリーンを整備しました。

　企画財政課企画係　☎０９５４（６３）２１０１詳しくは

折りたたみテーブル折りたたみテーブル テントテント テント用ウェイトテント用ウェイト

透明ロールスクリーン透明ロールスクリーン

新型コロナウイルスワクチン接種について

１・２回目接種について１・２回目接種について
■１・２回目が未接種の方へ

　　集団接種は終了し、現在は医療機関で行う個別接種のみとなっています。接種できる医療機関は、

　コロナワクチンナビに掲載されておりますので、そちらをご覧ください。

　　市ホームページ『新型コロナワクチン接種について』のページからコロナワクチンナビを確認

　することができます。確認することができない方は下記へご連絡ください。

■１・２回目接種が終了された方へ

　　ワクチンシールが貼付された『予防接種済証』は大切に保管してください。

■体調不良等で２回目の接種が保留になっている方へ

　　体調不良等で２回目の接種をキャンセルし、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。

■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。

３回目接種について３回目接種について
　２回目の接種が終了し、概ね８カ月以上経過した方を対象に、１回追加接種を実施します。

　現在、３回目接種に向けて準備を行っており、今後対象になる方には、順次３回目の接種券をお

送りします。接種券の発送時期が明確になりましたら、市報、ホームページなどでお知らせします。

■２回接種が終了してから鹿島市へ転入された方へ

　　２回接種が終了したことを把握できないと接種券を発行できないため、接種をしたことがわか

　るもの（接種済証や接種記録書）を持参の上、保健センターへお越しください。

　　　　　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

❖その他の相談や健康に関すること❖
　◇厚生労働省電話相談窓口（コールセンター）　☎０１２０（５６５）６５３　時間９時～ 21 時（土・日・祝日含む）

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

◇◇◇◇◇◇　季節性インフルエンザとの同時流行に備えた医療提供体制　◇◇◇◇◇◇

発熱等の症状がある場合は、まず、かかりつけ医等、地域の身近な医療機関に電話で相談してください。

かかりつけ医等に電話で相談かかりつけ医等に電話で相談

受診できる場合受診できる場合

かかりつけ医等がない場合かかりつけ医等がない場合

❖受診前に必ず電話で来院時間などを相談して

　ください。また、公共交通機関は利用せず、

　マスクを着用して来院してください。

『かかりつけ医等』で診療・検査

『診療・検査医療機関』で診療・検査
かかりつけ医等で
受診できない場合
かかりつけ医等で
受診できない場合

受診・相談センターに電話で相談
『診療・検査医療機関』を案内

受診・相談センターに電話で相談
『診療・検査医療機関』を案内

発熱患者等発熱患者等
❖受診・相談センター（専用・相談ダイヤル）❖
　発熱等の症状がある　☎０９５４（６９）１１０２

　その他一般相談　　　☎０９５４（６９）１１０３

　時間８時 30 分～ 20 時（土・日・祝日含む）
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受賞者紹介

TopicsTopics まちの話題

赤ちゃん登校日  ～私たちは、愛されて・守られて・生きている～

　子育て支援センターでは、子育て世代との交流を目

的に、市内中学３年生を対象とした『赤ちゃん登校

日』を行っています。

　今年度は東部中で９月に、西部中では１０月に内容

を一部変更し、『命の大切さとは』を考える取組みと

して、妊婦体験、沐浴体験、命の講話の３本立てで行

いました。この体験を通して、愛されて守られて今を

生きていることを生徒一人一人が実感し、将来を思い

描く機会につながることを願っています。

　参加した生徒は「妊婦さんが階段を登ることや赤

ちゃんを沐浴することの大変さがわかりました」「妊

婦さんへの思いやりの気持ちを忘れず過ごしたい」と

話されました。

株式会社ミルクボーイと『高齢者の見守り活動に関する連携協定』を結びました 

　１０月１８日、株式会社ミルクボーイと鹿島市は『高齢

者の見守り活動に関する連携協定』を結びました。

　株式会社ミルクボーイは、牛乳などの宅配業務をされて

いる会社で、業務中に高齢者の異変に気付かれた場合、速

やかに市へ連絡してもらうことで、いち早く必要な対応へ

繋げていくものです。

　令和３年９月時点での鹿島市の高齢化率は約３３％で、

市民の３人に１人が高齢者となっています。

　市では、地域や行政のみならず、さまざまな形での見守

りを行いながら、高齢者が安心して暮らせる社会の実現を

目指していきます。

　１０月１８日、株式会社ミルクボーイと鹿島市は『高齢

者の見守り活動に関する連携協定』を結びました。

　株式会社ミルクボーイは、牛乳などの宅配業務をされて

いる会社で、業務中に高齢者の異変に気付かれた場合、速

やかに市へ連絡してもらうことで、いち早く必要な対応へ

繋げていくものです。

　令和３年９月時点での鹿島市の高齢化率は約３３％で、

市民の３人に１人が高齢者となっています。

　市では、地域や行政のみならず、さまざまな形での見守

りを行いながら、高齢者が安心して暮らせる社会の実現を

目指していきます。

善 行 紹 介

祐徳薬品工業株式会社様

　９月３０日、祐徳薬品工業株

式会社様から市内の小中学校１

０校へカットバン６種類、１９

５個のご寄附をいただきました。

　この寄附は、地域社会への恩

返しとのことで、今年で４回目

となります。ご意向に沿って、

子どもたちのために活用させて

いただきます。

佐賀県交通安全功労者表彰

　１０月１２日、令和３年度佐賀県交通安

全功労者表彰式が県庁で行われました。

　受賞者の森田圀義さん（新町）は、多年

にわたり鹿島地区交通安全協会鹿島支部理

事、鹿島小学校の防犯・交通ボランティア

副会長としての活動など、交通安全のため

の献身的な尽力が認められ受賞されまし

た。おめでとうございます。

佐賀県交通安全功労者表彰

　１０月１２日、令和３年度佐賀県交通安

全功労者表彰式が県庁で行われました。

　受賞者の森田圀義さん（新町）は、多年

にわたり鹿島地区交通安全協会鹿島支部理

事、鹿島小学校の防犯・交通ボランティア

副会長としての活動など、交通安全のため

の献身的な尽力が認められ受賞されまし

た。おめでとうございます。
森田　圀義さん

鹿島市交通対策協議会長表彰

　１０月２５日、鹿島市交通対策協議会長表彰式が市役所で行われました。

　受賞者の坂口鉄雄さん（大殿分）、宇野慎介さん（乙丸）は長きにわたり通

学路での児童の安全な通学のために早朝立番を行うなど、鹿島市の交通安全の

実現・推進に大きく貢献された功績が認められ受賞されました。おめでとうご

ざいます。

鹿島市交通対策協議会長表彰

　１０月２５日、鹿島市交通対策協議会長表彰式が市役所で行われました。

　受賞者の坂口鉄雄さん（大殿分）、宇野慎介さん（乙丸）は長きにわたり通

学路での児童の安全な通学のために早朝立番を行うなど、鹿島市の交通安全の

実現・推進に大きく貢献された功績が認められ受賞されました。おめでとうご

ざいます。

宇野　慎介さん

『道の駅鹿島 千菜市』来場者２５０万人達成！

　平成２２年３月リニューアルオープンした地元の農産物

や特産品を取り扱う『千菜市（せんじゃいち）』は、多く

の人に来場いただき節目の２５０万人を達成しました。

　２５０万人目の来場者は長崎県からお越しいただいたご

夫婦で、（株）七浦の増田社長より特産品の詰め合わせが

贈呈されました。

　平成２２年３月リニューアルオープンした地元の農産物

や特産品を取り扱う『千菜市（せんじゃいち）』は、多く

の人に来場いただき節目の２５０万人を達成しました。

　２５０万人目の来場者は長崎県からお越しいただいたご

夫婦で、（株）七浦の増田社長より特産品の詰め合わせが

贈呈されました。

せんじゃいちせんじゃいち

坂口　鉄雄さん
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受賞者紹介

TopicsTopics まちの話題
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　市では、地域や行政のみならず、さまざまな形での見守
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やかに市へ連絡してもらうことで、いち早く必要な対応へ

繋げていくものです。

　令和３年９月時点での鹿島市の高齢化率は約３３％で、

市民の３人に１人が高齢者となっています。

　市では、地域や行政のみならず、さまざまな形での見守

りを行いながら、高齢者が安心して暮らせる社会の実現を

目指していきます。

善 行 紹 介

祐徳薬品工業株式会社様

　９月３０日、祐徳薬品工業株

式会社様から市内の小中学校１

０校へカットバン６種類、１９

５個のご寄附をいただきました。

　この寄附は、地域社会への恩

返しとのことで、今年で４回目

となります。ご意向に沿って、

子どもたちのために活用させて

いただきます。

佐賀県交通安全功労者表彰

　１０月１２日、令和３年度佐賀県交通安

全功労者表彰式が県庁で行われました。

　受賞者の森田圀義さん（新町）は、多年

にわたり鹿島地区交通安全協会鹿島支部理

事、鹿島小学校の防犯・交通ボランティア

副会長としての活動など、交通安全のため

の献身的な尽力が認められ受賞されまし

た。おめでとうございます。

佐賀県交通安全功労者表彰

　１０月１２日、令和３年度佐賀県交通安

全功労者表彰式が県庁で行われました。

　受賞者の森田圀義さん（新町）は、多年

にわたり鹿島地区交通安全協会鹿島支部理

事、鹿島小学校の防犯・交通ボランティア

副会長としての活動など、交通安全のため

の献身的な尽力が認められ受賞されまし

た。おめでとうございます。
森田　圀義さん

鹿島市交通対策協議会長表彰

　１０月２５日、鹿島市交通対策協議会長表彰式が市役所で行われました。

　受賞者の坂口鉄雄さん（大殿分）、宇野慎介さん（乙丸）は長きにわたり通

学路での児童の安全な通学のために早朝立番を行うなど、鹿島市の交通安全の

実現・推進に大きく貢献された功績が認められ受賞されました。おめでとうご

ざいます。

鹿島市交通対策協議会長表彰

　１０月２５日、鹿島市交通対策協議会長表彰式が市役所で行われました。

　受賞者の坂口鉄雄さん（大殿分）、宇野慎介さん（乙丸）は長きにわたり通

学路での児童の安全な通学のために早朝立番を行うなど、鹿島市の交通安全の

実現・推進に大きく貢献された功績が認められ受賞されました。おめでとうご

ざいます。

宇野　慎介さん

『道の駅鹿島 千菜市』来場者２５０万人達成！

　平成２２年３月リニューアルオープンした地元の農産物

や特産品を取り扱う『千菜市（せんじゃいち）』は、多く

の人に来場いただき節目の２５０万人を達成しました。

　２５０万人目の来場者は長崎県からお越しいただいたご

夫婦で、（株）七浦の増田社長より特産品の詰め合わせが

贈呈されました。

　平成２２年３月リニューアルオープンした地元の農産物

や特産品を取り扱う『千菜市（せんじゃいち）』は、多く

の人に来場いただき節目の２５０万人を達成しました。

　２５０万人目の来場者は長崎県からお越しいただいたご

夫婦で、（株）七浦の増田社長より特産品の詰め合わせが

贈呈されました。

せんじゃいちせんじゃいち

坂口　鉄雄さん
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学校だより・人権の輪　ALT紹介・学校だより 　８月大雨関連のお知らせ・人権の輪

今、地域の力が必要です
～子どもを守るのは、親。その親子を守るのは、地域～

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

　警察庁の令和２年度の統計によ
ると、１８歳未満に対する児童虐
待事件は、
　検挙数は、２,１３３件、
　被害児童数は、２,１７２人、
　虐待死は６１人（心中含む）
　　　　　　　　　　　　でした。
　また、緊急保護は、５,５２６人で、
内訳は身体的虐待が８２％、性的
虐待１４％でした。
　文部科学省、厚生労働省の令和
２年度の統計よると、児童虐待相
談が２０５，０２９件、小中高生
の自殺４７９人でした。
　いじめ認知件数 ( 令和元年度）は、
６１２，９９６件です。
　ちなみに、佐賀県の児童虐待相

談は、７８０件ほどだったそうです。
これらの悲しい数字は、増加傾向
にあります。
　平成１２年１１月『児童虐待防
止法』が成立し、平成１９年に改
正され、体罰の禁止が明文化され
ました。
　以降２０年ほどが経過しました。
この間、国や多くの行政機関や各
種団体が子どもたちの人権を守る
活動を行ってきました。特に１１
月は、『児童虐待防止推進月間』と
してさまざまな取組みを行い、啓
発を行っています。
　また、警察、病院、学校、児童
相談所の連携により、虐待事案の
早期発見で命が救われた子どもが

た く さ ん い ま す。地 域 の 方 々 が、
登下校の見守りをとおして事故防
止だけでなく子どもたちのちょっ
とした変化を見逃さず対応してく
ださいます。皆さんの優しい気持
ちに敬意を表します。
　社会の変化により、子どもだけ
でなく大人も多くのストレスを感
じるようになりました。そんなス
ト レ ス 社 会 で、癒 し に な る の が、
家族のきずなやお母さんの膝の上
のような地域の雰囲気だと言われ
ます。安心で、温かい言葉かけだ
けでもささくれ立った心も癒され
ます。
　仕事で、人間関係で、子育てで
大人も心をすり減らします。その
時のイライラで、子どもや弱いも
のへ八つ当たりしてしまう人もい
るでしょう。そんな時、「大丈夫だ
よ」と言ってくれる地域の誰かが
いれば、波及して子どもへの虐待
が無くなるかもしれません。

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

いけないよ　悪い言葉は　ゴミ箱へ　　　　　水川　新太（北鹿島小４年）
突き刺さる　ふざけてのせた　投稿が　　　　甲木　桃花（西部中２年）

※学年は令和２年度人権標語
紹　介
人権標語
紹　介

学 校 だ よ り

能古見小学校

No.294

一人一人が輝いた運動会

　９月２６日に、第１２回能古見ふ

れあい大運動会を開催しました。コ

ロナ禍であるため、学校単独の運動

会となりました。

　天気は、快晴！！『コロナに負け

るな！～思い出に残る、最高の運動

会にしよう～』をスロ－ガンに、赤

組と白組の勝負に向かって子どもた

ちの気持ちは高鳴っていました。

　１年生は初めての徒競走に気合い

が入っていました。名前を呼ばれた

後の大きな返事が運動場に響きまし

た。８０ｍの距離に、くたくたにな

りながらも最後は笑顔でゴール。毎

年恒例の団体演技は、１・２年生の

ダンス。かわいさがあふれていまし

た。３・４年生の面浮立。自作の御

面をかぶり、鹿島の伝統をしっかり

表現しました。５・６年生のソーラ

ン。半被姿の力強い演技が見応え

たっぷりでした。そして、赤組、白

組で心を一つにした応援合戦。この

日のために、全員で練習を重ねてき

ました。運動場いっぱいに響いた応

援リーダーの声と応援を支える団員

の気持ちがしっかりこだまし、誰も

が圧倒されていました。　　　

　どちらかに勝敗は決まる運動会で

すが、子どもたちは、一瞬一瞬を大

切に精いっぱい頑張りました。能古

見っ子の姿が輝いた運動会でした。

　８月１１日から活発な前線の影響により、九州北部では降り始めからの降水量が１,０００ミリを超えるな

ど、広い範囲で記録的な大雨となりました。

　佐賀県でも人的被害や家屋の浸水など、県の中部を中心に甚大な被害を受け、その多くが武雄市と大町町に

集中しています。

　鹿島市では、被災した武雄市・大町町に向けて支援を行っています。また、たくさんの市民の皆さんがボラ

ンティアとして被災地支援を行われています。今後も早期復興に向けて支援を行っていきます。

　市民の皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。

『令和３年８月の大雨』関連のお知らせ

　総務課防災係　☎０９５４（６３）２１１２詳しくは

《これまでの支援活動》

　■消防団による人的支援
　　・災害廃棄物受入作業　　８月 21・22 日　延べ 36 人　

　■市職員による人的支援　

　　・災害廃棄物受入作業　　９月１日～４日

　　　　　　　　　　　　　　９月６日～ 12 日　延べ 23 人

　　・家屋被害認定調査　　　９月１日～ 16 日　延べ 52 人

　　・保健師による健康相談　９月 14 日～ 16 日　延べ３人

　■義援金受付　

　　・鹿島市社会福祉協議会 【現在も受付中】　　

Hello, my name is Alana Wikkeling. I am from Los Angeles,
California and I am 22 years old. I have three brothers.
I graduated from the University of California last December,
where I studied psychology and sociology.

こんにちは！私の名前はアラナ・ウィケリングです。カリフォルニア出身の２２歳です。

私は３人の兄弟がいます。昨年１２月にカリフォルニア大学を卒業しました。

大学では、心理学・社会学を学びました。

　９月からALTとしてアラナ先生が着任されました。市内の小

中学校で英語の授業を行っていただきます。今回は、アラナ先

生より皆さんへメッセージをいただきました。

アラナ先生

�消防団による災害廃棄物受入作業の様子�消防団による災害廃棄物受入作業の様子
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虐待１４％でした。
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６１２，９９６件です。
　ちなみに、佐賀県の児童虐待相
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これらの悲しい数字は、増加傾向
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　平成１２年１１月『児童虐待防
止法』が成立し、平成１９年に改
正され、体罰の禁止が明文化され
ました。
　以降２０年ほどが経過しました。
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種団体が子どもたちの人権を守る
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生より皆さんへメッセージをいただきました。

アラナ先生

�消防団による災害廃棄物受入作業の様子�消防団による災害廃棄物受入作業の様子
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文化・スポーツの結果 エイブルからのお知らせなど

⦿エイブル倶楽部会員、入会要項

　市内外問わず、老若男女どなたでも

いつでも入会できます！

会費　１年コース　１,０００円

　　　３年コース　３,０００円

　　　（高校生以下各半額）

特典　「えいぶる事業」のチケット代金

　　　の割引や先行予約、「えいぶる講

　　　座」の受講などができます。

　　　３年コースは、入会・更新時に

　　　５００円のクーポン券を贈呈。

鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
☎０９５４（６３）２１３８
℻０９５４（６３）３４２４
http://kashima-able.com/

詳しくは

市民図書館　☎０９５４（６３）４３４３詳しくは

□『としょかんｄｅ俳句』応募作品展示

　図書館をテーマに皆さんが詠まれた俳句を展示します。

　と　き　11 月６日（土）～ 12 月 12 日（日）

　ところ　図書館内

□『本をゆずる市』

　図書館で読まれなくなった本を無料配布します。新型コロナウイルス感

　染予防対策をとって行います。詳しくは図書館へお尋ねください。

　と　き　◉11 月 27 日（土）～ 11 月 28 日（日） ９時 30 分～ 16 時 30 分　

　ところ　　 エイブル１階ロビー　※人数制限あり。混在時はお待ちいただくことになります。

　　　　　◉11 月 30 日（火）～ 12 月３日（金） ９時 30 分～ 19 時

　　　　　　12 月４日（土）～５日（日） ９時 30 分～ 17 時

　　　　　　図書館内

　配布冊数　10 冊／１人　※11 月 30 日（火）から無制限

　※新型コロナウイルス感染状況により中止する場合があります。

　　雑誌はありません。寄贈本は受け付けません。

に行ってみよう

《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 受講料

10 人 11 月 26 日（金）
10 時 30 分～ 13 時

エイブル２階
調理実習室

❖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９回えいぶる事業 えいぶるえいが for キッズ  『SING シング』
　さびれた劇場の支配人コアラのバスターは、再起を賭け歌のオーディションを企画

する。内村光良、MISIA ら豪華吹替え陣による楽しいミュージカルアニメ。

　と　き　12 月 19 日（日）

　　　　　①10 時～ 11 時 48 分　②13 時 30 分～ 15 時 18 分

　ところ　エイブルホール【全席自由】 

　料　金　入場無料（要整理券）　お一人さま４枚まで　

　　　　　※11 月 14 日（日）整理券配布開始

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』
～クスッとコメディ ３本 +１～

　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
／
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

11
／
7（
日
）

九州電力（株）武雄営業所
ホームアドバイザー

〈会員のみ対象〉
無　料

　鹿島市民図書館、七浦公民館と連携し

て、七浦地区の展示をしています。

　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。

　第２期は、近代の七浦地区に関する貴

重な史料を展示します。

【第２期展示】

　11月５日（金）～12月５日（日）

かしま再発見
～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　12月５日（日）10時から

ところ　エイブル３階 研修室

講　師　高橋 研一（鹿島市民図書館 学芸部）

※先着30人。予約申込受付中です。

　※開場は各30分前

〈公開講座〉
ビギナーズのための料理教室
※あまり料理をしない人や
　苦手な人のための料理入門講座

16 人
松尾 久美子さん

（野菜ソムリエプロ）
11 月 14 日（日）

10 時～ 12 時
エイブル２階
調理実習室

会　員　1,500 円
一　般　1,000 円
材料代　1,500 円

〈会員対象無料講座〉
冬の節電
エコキャンドル＆
　　　　　　簡単おやつ作り

市　民
図書館 図書館からのお知らせ

　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

　

◇わたしたちの夢のトラック絵画コンクール

　優秀賞　栗山　鈴彩（能古見小２年）

　　入選　今田　柊唯（浜小１年）

　　　　　原田　怜苑（浜小３年）

　　　　　澤野　なる（能古見小４年）

◇佐賀県児童・生徒理科作品展覧会

　県議会議長賞　加藤　青空（鹿島小５年）

　理振会長賞　宮﨑　智暉（西部中２年）

　　　入選　加藤　花（鹿島小１年）

　　　　　　萩尾　優仁（浜小２年）

　　　　　　長友　志帆（能古見小６年）

　　　　　　田中　美羽（西部中２年）

　　　　　　古賀　妃奈乃（西部中２年）

　　　佳作　中村　光翔（古枝小１年）

　　　　　　中尾　唯愛（明倫小３年）

　　　　　　岩永　帆央（鹿島小４年）

　　　　　　岩本　成之介（鹿島小４年）

　　　　　　藤家　徳士（明倫小５年）

◇動物図画コンクール

　　　佳作　萩尾　優仁（浜小２年）

　　　　　　澤野　なる（能古見小４年）

◇第38回全九州小学生バドミントン選手権大会佐賀県選考会

　開　催　日　９月 19 日（佐賀県総合体育館）

　【４年生以下男子シングルスの部】　

　　優勝　角　遥稀（明倫小４年）　　　　　　

◇第26回佐賀県高等学校女子ソフトボール選手権大会

　開　催　日　10 月２～３日（太良町 B＆G 海洋センター運動広場）

　　２位　鹿島高校女子ソフトボール部

◇文部科学大臣杯第13回全日本少年春季軟式野球大会佐賀県予選会

　開　催　日　10 月２～３日（SHOWA ハンバーガースタジアム唐津）

　　３位　西部中学校野球部

◇第149回九州地区高等学校野球佐賀大会

　開　催　日　９月25～10月８日（さがみどりの森球場ほか）

　　３位　鹿島高校野球部

　生涯学習課スポーツ係

　☎０９５４（６３）２１２５

詳しくは

　令和３年度明るい選挙啓発ポスターコンクールに応募をいただきありがとうございました。

　市内の小中学校・高校からの１３７作品の応募のうち、入賞者を発表します。　　　　　（敬称略）

明るい選挙啓発ポスターコンクール入賞者発表明るい選挙啓発ポスターコンクール入賞者発表

　

◇小学校の部

　前田　健仁（能古見小１年）　中野　耀（浜小１年）

　澤野　瑛太郎（能古見小２年）　谷川　栞梨（浜小３年）

　岡　彩智（七浦小３年）　澤野　なる（能古見小４年）

　永山　倫太郎（浜小５年）　植松　咲奈（能古見小５年）

　松本　穣（七浦小６年）　川良　瑛伸（明倫小６年）

◇中学校の部

　瀬戸　麗（東部中１年）　松本　一晟（東部中１年）

　中村　隼（東部中１年）　中島　玲音（東部中１年）

　佐藤　柊人（東部中１年）　大島　秀太（東部中１年）

　石橋　みつき（東部中２年）　山下　心（東部中２年）

　松本　結愛（東部中２年）　峰松　紗那（東部中２年）

　増田　彩夢奈（東部中２年）　竹本　琉南（東部中２年）

　橋川　美羽（東部中３年）　小野原　歩夢（東部中３年）

　桂原　遼輝（東部中３年）　

◇高校の部

　向井　明莉（鹿島高１年）　向井　慶之介（鹿島高１年）

　雪竹　心優（鹿島高１年）　中原　裕紀（鹿島高１年）

　選挙管理委員会事務局　☎０９５４（６３）３４１８詳しくは

　統計データや歳時記などの郷土の情報のほか、相談窓口や防災情報などの

暮らしに役立つ情報が満載の２０２２年版『さが県民手帳』を販売しています。

　カラーは『ネイビー／ミントブルー／コーラルレッド』の３色があります。

価　　格　７００円（税込） ※15.7×9.0cm

　企画財政課広報 ICT 係

　☎０９５４（６３）２１１４

詳しくは

一冊いかがですか『さが県民手帳』一冊いかがですか『さが県民手帳』

◆市役所３階企画財政課　◆TSUTAYA 積文館書店（西牟田）　◆七浦郵便局

◆鹿島書房（新町）　◆県内コンビニエンスストア　など

販
売
所

SING／シング @2016 Universal Studios. All Rights Reserved.
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文化・スポーツの結果 エイブルからのお知らせなど

⦿エイブル倶楽部会員、入会要項

　市内外問わず、老若男女どなたでも

いつでも入会できます！

会費　１年コース　１,０００円

　　　３年コース　３,０００円

　　　（高校生以下各半額）

特典　「えいぶる事業」のチケット代金

　　　の割引や先行予約、「えいぶる講

　　　座」の受講などができます。

　　　３年コースは、入会・更新時に

　　　５００円のクーポン券を贈呈。

鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
☎０９５４（６３）２１３８
℻０９５４（６３）３４２４
http://kashima-able.com/

詳しくは

市民図書館　☎０９５４（６３）４３４３詳しくは

□『としょかんｄｅ俳句』応募作品展示

　図書館をテーマに皆さんが詠まれた俳句を展示します。

　と　き　11 月６日（土）～ 12 月 12 日（日）

　ところ　図書館内

□『本をゆずる市』

　図書館で読まれなくなった本を無料配布します。新型コロナウイルス感

　染予防対策をとって行います。詳しくは図書館へお尋ねください。

　と　き　◉11 月 27 日（土）～ 11 月 28 日（日） ９時 30 分～ 16 時 30 分　

　ところ　　 エイブル１階ロビー　※人数制限あり。混在時はお待ちいただくことになります。

　　　　　◉11 月 30 日（火）～ 12 月３日（金） ９時 30 分～ 19 時

　　　　　　12 月４日（土）～５日（日） ９時 30 分～ 17 時

　　　　　　図書館内

　配布冊数　10 冊／１人　※11 月 30 日（火）から無制限

　※新型コロナウイルス感染状況により中止する場合があります。

　　雑誌はありません。寄贈本は受け付けません。

に行ってみよう

《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 受講料

10 人 11 月 26 日（金）
10 時 30 分～ 13 時

エイブル２階
調理実習室

❖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９回えいぶる事業 えいぶるえいが for キッズ  『SING シング』
　さびれた劇場の支配人コアラのバスターは、再起を賭け歌のオーディションを企画

する。内村光良、MISIA ら豪華吹替え陣による楽しいミュージカルアニメ。

　と　き　12 月 19 日（日）

　　　　　①10 時～ 11 時 48 分　②13 時 30 分～ 15 時 18 分

　ところ　エイブルホール【全席自由】 

　料　金　入場無料（要整理券）　お一人さま４枚まで　

　　　　　※11 月 14 日（日）整理券配布開始

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』
～クスッとコメディ ３本 +１～

　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
／
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

11
／
7（
日
）

九州電力（株）武雄営業所
ホームアドバイザー

〈会員のみ対象〉
無　料

　鹿島市民図書館、七浦公民館と連携し

て、七浦地区の展示をしています。

　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。

　第２期は、近代の七浦地区に関する貴

重な史料を展示します。

【第２期展示】

　11月５日（金）～12月５日（日）

かしま再発見
～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　12月５日（日）10時から

ところ　エイブル３階 研修室

講　師　高橋 研一（鹿島市民図書館 学芸部）

※先着30人。予約申込受付中です。

　※開場は各30分前

〈公開講座〉
ビギナーズのための料理教室
※あまり料理をしない人や
　苦手な人のための料理入門講座

16 人
松尾 久美子さん

（野菜ソムリエプロ）
11 月 14 日（日）

10 時～ 12 時
エイブル２階
調理実習室

会　員　1,500 円
一　般　1,000 円
材料代　1,500 円

〈会員対象無料講座〉
冬の節電
エコキャンドル＆
　　　　　　簡単おやつ作り

市　民
図書館 図書館からのお知らせ

　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

　

◇わたしたちの夢のトラック絵画コンクール

　優秀賞　栗山　鈴彩（能古見小２年）

　　入選　今田　柊唯（浜小１年）

　　　　　原田　怜苑（浜小３年）

　　　　　澤野　なる（能古見小４年）

◇佐賀県児童・生徒理科作品展覧会

　県議会議長賞　加藤　青空（鹿島小５年）

　理振会長賞　宮﨑　智暉（西部中２年）

　　　入選　加藤　花（鹿島小１年）

　　　　　　萩尾　優仁（浜小２年）

　　　　　　長友　志帆（能古見小６年）

　　　　　　田中　美羽（西部中２年）

　　　　　　古賀　妃奈乃（西部中２年）

　　　佳作　中村　光翔（古枝小１年）

　　　　　　中尾　唯愛（明倫小３年）

　　　　　　岩永　帆央（鹿島小４年）

　　　　　　岩本　成之介（鹿島小４年）

　　　　　　藤家　徳士（明倫小５年）

◇動物図画コンクール

　　　佳作　萩尾　優仁（浜小２年）

　　　　　　澤野　なる（能古見小４年）

◇第38回全九州小学生バドミントン選手権大会佐賀県選考会

　開　催　日　９月 19 日（佐賀県総合体育館）

　【４年生以下男子シングルスの部】　

　　優勝　角　遥稀（明倫小４年）　　　　　　

◇第26回佐賀県高等学校女子ソフトボール選手権大会

　開　催　日　10 月２～３日（太良町 B＆G 海洋センター運動広場）

　　２位　鹿島高校女子ソフトボール部

◇文部科学大臣杯第13回全日本少年春季軟式野球大会佐賀県予選会

　開　催　日　10 月２～３日（SHOWA ハンバーガースタジアム唐津）

　　３位　西部中学校野球部

◇第149回九州地区高等学校野球佐賀大会

　開　催　日　９月25～10月８日（さがみどりの森球場ほか）

　　３位　鹿島高校野球部

　生涯学習課スポーツ係

　☎０９５４（６３）２１２５

詳しくは

　令和３年度明るい選挙啓発ポスターコンクールに応募をいただきありがとうございました。

　市内の小中学校・高校からの１３７作品の応募のうち、入賞者を発表します。　　　　　（敬称略）

明るい選挙啓発ポスターコンクール入賞者発表明るい選挙啓発ポスターコンクール入賞者発表

　

◇小学校の部

　前田　健仁（能古見小１年）　中野　耀（浜小１年）

　澤野　瑛太郎（能古見小２年）　谷川　栞梨（浜小３年）

　岡　彩智（七浦小３年）　澤野　なる（能古見小４年）

　永山　倫太郎（浜小５年）　植松　咲奈（能古見小５年）

　松本　穣（七浦小６年）　川良　瑛伸（明倫小６年）
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　瀬戸　麗（東部中１年）　松本　一晟（東部中１年）

　中村　隼（東部中１年）　中島　玲音（東部中１年）

　佐藤　柊人（東部中１年）　大島　秀太（東部中１年）

　石橋　みつき（東部中２年）　山下　心（東部中２年）
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　増田　彩夢奈（東部中２年）　竹本　琉南（東部中２年）
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　雪竹　心優（鹿島高１年）　中原　裕紀（鹿島高１年）
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　☎０９５４（６３）２１１４

詳しくは

一冊いかがですか『さが県民手帳』一冊いかがですか『さが県民手帳』

◆市役所３階企画財政課　◆TSUTAYA 積文館書店（西牟田）　◆七浦郵便局

◆鹿島書房（新町）　◆県内コンビニエンスストア　など

販
売
所

SING／シング @2016 Universal Studios. All Rights Reserved.
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　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　☎０９５４（６３）３３７３

詳しくは

　毎月１９日は『食育の日』です。

　市食生活改善推進協議会では、料理教室を

開催しています。

　どなたでも参加できますので、希望する人

は保健センターまでお申し込みください。

と　　き　11 月 19 日（金）10 時～ 14 時

と　こ　ろ　エイブル２階調理実習室

参　加　費　300円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾、マスク

申込期限　11 月 12 日（金）

食改さんの料理教室食改さんの料理教室

『早ね・早起き・朝ごはん』
　県では、食育への意識を高め、実践を促すために

食育月間が定められています。

□『食育の日』

　毎月１９日は国が定める食育の日、また毎月第３

金・土・日曜日は県が定める食育の日です。

　正しい食習慣づくりは、子どもだけでなく大人に

とっても大切です。食育月間や食育の日を機会に食

生活の大切さを見直し、週末にゆっくりご家庭で食

育について考えてみましょう。

１１月は食育月間です１１月は食育月間です

国保の人の特定健診を行います。

希望する人は保健センターまでお

申し込みください。

特定健診を実施します特定健診を実施します

と　　き　11 月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

保健センター（エイブル１階）

　☎０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

　今年度、すでに国保特定健診を受診した人、国保

人間ドック・脳ドックの助成を受けた人は受診でき

ません。対象者には事前に受診票、受診券を配布し

ていますが、紛失した人はご連絡ください。

　～献血にご協力ください～
　献血基準など詳しくは、佐賀県

赤十字社血液センターのＨＰを参

照ください。皆さんから頂いた血

液は、病気やけがなどの治療のた

め大切に使われています。

　尊い命をつなぐ献血にあたたかいご協力をお

願いします。

と　　き　11 月 15 日（月）９時 30 分～ 16 時

と　こ　ろ　エイブル

献血バスがきます献血バスがきます

※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

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、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

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

12 月２日
（木）午前

２月 18 日
（金）夜間

夜間検診希望者は、保健センターに申し込みが
必要です

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

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

新町・野畠・北舟津・新籠・常広
11 月 19 日
（金）午後

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

11 月 24 日
（水）

月　日 対　象　区

高津原

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。

11 月 25 日
（木）

令和４年
１月19日（水）

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

　台風１４号の影響で中止となり、ご迷惑をお

かけし申し訳ありませんでした。日程を下記の

とおり変更しましたので、お知らせします。

　９月17日（金） →　11月19日（金）

※該当地区には回覧しています。

　詳しくはチラシをご覧ください。

結核健康診断
日程変更のお知らせ
結核健康診断
日程変更のお知らせ

　口腔内の状態を知るチャンスです！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　12 月３日（金）

　　　　　受付９時 30 分～ 10 時 30 分、13 時 30 分～ 14 時 30 分

　　　　　令和４年１月 19 日（水）

　　　　　受付 18 時～ 19 時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

内　　容　問診および歯周病組織検査

対　象　者　今年度中に、40・50・60・70歳になる人

定　　員　30人／回

参　加　費　無料

歯周疾患検診のお知らせ歯周疾患検診のお知らせ
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※該当地区には回覧しています。

　詳しくはチラシをご覧ください。

結核健康診断
日程変更のお知らせ
結核健康診断
日程変更のお知らせ

　口腔内の状態を知るチャンスです！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　12 月３日（金）

　　　　　受付９時 30 分～ 10 時 30 分、13 時 30 分～ 14 時 30 分

　　　　　令和４年１月 19 日（水）

　　　　　受付 18 時～ 19 時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

内　　容　問診および歯周病組織検査

対　象　者　今年度中に、40・50・60・70歳になる人

定　　員　30人／回

参　加　費　無料

歯周疾患検診のお知らせ歯周疾患検診のお知らせ
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お知らせ

　補助を希望される人は、着工前に

申請してください。

申請期限　令和４年３月 31 日（木）

補助金額　設置する太陽電池の最大出力（kW）

　　　　　に２万円を乗じた額（上限６万円）

対象工事の要件　

①市内の既存または新築の住宅である、ま

　た、屋根などへの設置に適したもので、

　低圧配電線と逆潮流有りで連結している

②太陽電池の最大出力が10kW未満

③補助対象経費が１kW当り65万円以下

④設置工事は県内業者が行うこと

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１６

　毎年１１月１１日から１７日まで

は、くらしを支える税について考え

る『税を考える週間』です。

　ホームページでは、国税庁の取組

みや税に関する情報を紹介していま

すので、ぜひご覧ください。

　　https://www.nta.go.jp

詳しくは　武雄税務署総務課

　　　　　☎０９５４（２３）２１２７

　令和３年１０月６日から、佐賀県

の最低賃金は、時間額『821円』と

なります。

詳しくは　佐賀労働局賃金室

　　　　　☎０９５２（３２）７１７９

■各種作業の注文をお受けします

　『秋の農作業』『草払い』『家事』など

■刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソーなど

と　　き　11 月 18 日（木）８時 30 分～

■会員を募集しています

対　　象　60歳以上または来年３月

　　　　　までに60歳になる人

説　明　会　11 月 18 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

　ご自身の年金記録や年金見込額を

確認し、将来の生活設計について考

えてみませんか。

　『ねんきんネット』をご利用いた

だくと、パソコンやスマートフォン

からいつでもご自身の年金記録を確

認できるほか、ご自身の年金記録か

らさまざまな条件を設定したうえで、

年金見込額の試算をすることもでき

ます。

　詳しくは、日本年金機構ホーム

ページをご覧ください。

　※日本年金機構

　　ホームページ

　　（ねんきんネット）

　https://www.nenkin.go.jp/n_net/

詳しくは　武雄年金事務所

　　　　　☎０９５４（２３）０１２１

　市では、新型コロナウイルス感染

症の影響により売上が減少している

市内中小事業者の皆さまが、未来に

向かって前向きに事業を継続してい

ただけるよう支援するため『第３弾

鹿島市中小事業者事業継続支援給付

金』を支給します。

　対象要件や申請方法など、詳しく

は市ホームページをご覧ください。

対　象　者　県内に本社・本店を置き、

　　　　　鹿島市内に常設の事業所

　　　　　等を有する事業者

※第５期以降の『佐賀県時短要請協

　力金』の交付を受ける飲食事業者

　や農林漁業者、医療・福祉サービ

　ス事業者の皆さまは対象外となり

　ますが、一部例外もありますので、

　お問い合わせください。

支　給　額　法人・個人一律 10 万円

申請期限　12 月 10 日（金）

詳しくは　商工観光課

　　　　　☎０９５４（６３）３４１２

講習会・教室

　人権問題に対する正しい理解と認

識を深めてもらうため、人権学習会

を開催します。（ケーブルテレビ放送予定）

と　　き　11 月 25 日（木）

　　　　　13時 30 分～ 14 時 30 分

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

テ　ー　マ　子どもの人権

講　　師　県中央児童相談所職員

◇◇◇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

と　　き　11 月 21 日（日）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀メディカルセンタービル

　　　　　４階城内記念ホール（佐賀市）

内　　容　水引小物作り、交流会

対　　象　がん患者とその家族

参　加　費　無料（先着20人）

申込期限　11 月 18 日（木）

申込・問合せ先

　佐賀県がん総合支援センター

　☎０１２０（２４６）３８８

　（平日９時 30分～ 13時、14 時～ 16 時 30 分）

と　　き　12 月５日（日）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀メディカルセンタービル

　　　　　４階城内記念ホール（佐賀市）

内　　容　講演（前立腺がん・大腸が

　　　　　んについて）、交流会　

参　加　費　無料（先着50人）

申込期限　11 月 26 日（金）までに

　　　　　さん愛プラザ事務局

　　　　　（0952-37-3336）へ

　　　　　お申し込みください。

問合せ先

　佐賀県がん総合支援センター

　☎０１２０（２４６）３８８

　（平日９時 30分～ 13時、14 時～ 16 時 30 分）

　認知症の基本的な知識や認知症の

方への対応の方法などを分かりやす

く学べる講座となっていますので、

どうぞお気軽にご参加ください。

と　　き　11 月 16 日（火）

　　　　　14時～ 15時 30 分

と　こ　ろ　エイブルホール

参　加　費　無料

申込期限　11 月 12 日（金）

※参加をご希望の人は、事前に下記

　までお申し込みください。

　なお感染症対策のため、先着60人

　までの受付とさせていただきます。

申込・問合せ先

　地域包括支援センター

　☎０９５４（６３）２１６０

令和３年９月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

□１２月まで『早めのライト点灯運動』実施中　　　※（　　）内は前年比

　ドライバーは夕暮れ前の午後５時からライトを点灯し、歩行者の早期発

見に努めましょう。また、歩行者は、なるべく明るい色の服装で反射材を

身に付け、車から早く気づかれるように心がけましょう。

詳しくは　鹿島警察署交通課　☎０９５４（６３）１１１１

鹿島警察署管内
佐 賀 県 内

鹿 島 市 内

2,527 件（－185）
142 件（－0 4）
68 件（－0 5）

3,228 人（－282）
179 人（－011）
86 人（－013）

17 人（－09）
3人（＋02）
1人（ 00）

13,738 件（＋712）
693 件（－ 61）
355 件（－049）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

市議会１２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

11月26日（金）

11 月 27 日（土）～

12月 2日（木）

4日（土）

7 日（火）

8 日（水）

9 日（木）

11日（土）

13日（月）

14日（火）

15日（水）

17日（金）

12月1日（水）

～ 3日（金）

～ 6日（月）

～10日（金）

～12日（日）

～16日（木）

開会、会議録署名議員の指名、会期の決定、

議案の一括上程（市長提案理由説明）

休会

議案審議、質疑、討論、採決

休会

常任委員会

休会

一般質問

休会

一般質問

予備日（一般質問）

休会

委員会報告、議案審議、質疑、討論、採決、閉会

　市民課では、仕事などで平日に市

役所に来ることができない人のため

に、電話予約をして休日や夜間に証

明書などを受け取ることができる

『時間外交付』を実施しています。

　証明書の種類および予約時間は下

記のとおりです。

証明書などの種類

　住民票の写し、印鑑登録証明書、

　納税証明書、課税証明書、所得証明書

予約時間　月～金曜日（平日）

　　　　　８時 30 分～ 17時

詳しくは　市民課市民年金係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１７

　新型コロナウイルスワクチンの接

種会場となっていた市民体育館の利

用を１２月１日（水）から再開します。

予約・申請はエイブル事務局までご

連絡ください。

予約開始　11 月 16 日（火）９時～

申請場所　エイブル事務局

　　　　　☎０９５４（６３）２１３８

　　　　　（月曜日休館日）

詳しくは　生涯学習課スポーツ係

　　　　　☎０９５４（６３）２１２５

　　

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。

太陽光発電設置補助金
のお知らせ

ご利用ください
時間外の証明書交付

小さな仕事もお受けします
シルバー人材センター

税を考える週間
－11月11日（木）～17日（水）－

税を考える週間 検索

◉市税集合徴収分
◉介護保険料
◉後期高齢者医療保険料
第６期の口座振替日

１１月３０日（火）
（預貯金残高の確認をお願いします）

佐賀県（地域別）最低賃金
821円／時間

鹿島市民体育館
利用再開について

11月30日（いいみらい）は
『年金の日』です

がん患者 ・家族つどいの会

男のがん講座

人権学習会を開催します

認知症サポーター養成講座

がんばる事業者を応援！！
鹿島市事業継続支援給付金
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お知らせ

　補助を希望される人は、着工前に

申請してください。

申請期限　令和４年３月 31 日（木）

補助金額　設置する太陽電池の最大出力（kW）

　　　　　に２万円を乗じた額（上限６万円）

対象工事の要件　

①市内の既存または新築の住宅である、ま

　た、屋根などへの設置に適したもので、

　低圧配電線と逆潮流有りで連結している

②太陽電池の最大出力が10kW未満

③補助対象経費が１kW当り65万円以下

④設置工事は県内業者が行うこと

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１６

　毎年１１月１１日から１７日まで

は、くらしを支える税について考え

る『税を考える週間』です。

　ホームページでは、国税庁の取組

みや税に関する情報を紹介していま

すので、ぜひご覧ください。

　　https://www.nta.go.jp

詳しくは　武雄税務署総務課

　　　　　☎０９５４（２３）２１２７

　令和３年１０月６日から、佐賀県

の最低賃金は、時間額『821円』と

なります。

詳しくは　佐賀労働局賃金室

　　　　　☎０９５２（３２）７１７９

■各種作業の注文をお受けします

　『秋の農作業』『草払い』『家事』など

■刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソーなど

と　　き　11 月 18 日（木）８時 30 分～

■会員を募集しています

対　　象　60歳以上または来年３月

　　　　　までに60歳になる人

説　明　会　11 月 18 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

　ご自身の年金記録や年金見込額を

確認し、将来の生活設計について考

えてみませんか。

　『ねんきんネット』をご利用いた

だくと、パソコンやスマートフォン

からいつでもご自身の年金記録を確

認できるほか、ご自身の年金記録か

らさまざまな条件を設定したうえで、

年金見込額の試算をすることもでき

ます。

　詳しくは、日本年金機構ホーム

ページをご覧ください。

　※日本年金機構

　　ホームページ

　　（ねんきんネット）

　https://www.nenkin.go.jp/n_net/

詳しくは　武雄年金事務所

　　　　　☎０９５４（２３）０１２１

　市では、新型コロナウイルス感染

症の影響により売上が減少している

市内中小事業者の皆さまが、未来に

向かって前向きに事業を継続してい

ただけるよう支援するため『第３弾

鹿島市中小事業者事業継続支援給付

金』を支給します。

　対象要件や申請方法など、詳しく

は市ホームページをご覧ください。

対　象　者　県内に本社・本店を置き、

　　　　　鹿島市内に常設の事業所

　　　　　等を有する事業者

※第５期以降の『佐賀県時短要請協

　力金』の交付を受ける飲食事業者

　や農林漁業者、医療・福祉サービ

　ス事業者の皆さまは対象外となり

　ますが、一部例外もありますので、

　お問い合わせください。

支　給　額　法人・個人一律 10 万円

申請期限　12 月 10 日（金）

詳しくは　商工観光課

　　　　　☎０９５４（６３）３４１２

講習会・教室

　人権問題に対する正しい理解と認

識を深めてもらうため、人権学習会

を開催します。（ケーブルテレビ放送予定）

と　　き　11 月 25 日（木）

　　　　　13 時 30 分～ 14 時 30 分

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

テ　ー　マ　子どもの人権

講　　師　県中央児童相談所職員

◇◇◇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

と　　き　11 月 21 日（日）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀メディカルセンタービル

　　　　　４階城内記念ホール（佐賀市）

内　　容　水引小物作り、交流会

対　　象　がん患者とその家族

参　加　費　無料（先着20人）

申込期限　11 月 18 日（木）

申込・問合せ先

　佐賀県がん総合支援センター

　☎０１２０（２４６）３８８

　（平日９時 30分～ 13時、14 時～ 16 時 30 分）

と　　き　12 月５日（日）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀メディカルセンタービル

　　　　　４階城内記念ホール（佐賀市）

内　　容　講演（前立腺がん・大腸が

　　　　　んについて）、交流会　

参　加　費　無料（先着50人）

申込期限　11 月 26 日（金）までに

　　　　　さん愛プラザ事務局

　　　　　（0952-37-3336）へ

　　　　　お申し込みください。

問合せ先

　佐賀県がん総合支援センター

　☎０１２０（２４６）３８８

　（平日９時 30分～ 13時、14 時～ 16 時 30 分）

　認知症の基本的な知識や認知症の

方への対応の方法などを分かりやす

く学べる講座となっていますので、

どうぞお気軽にご参加ください。

と　　き　11 月 16 日（火）

　　　　　14 時～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　エイブルホール

参　加　費　無料

申込期限　11 月 12 日（金）

※参加をご希望の人は、事前に下記

　までお申し込みください。

　なお感染症対策のため、先着60人

　までの受付とさせていただきます。

申込・問合せ先

　地域包括支援センター

　☎０９５４（６３）２１６０

令和３年９月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

□１２月まで『早めのライト点灯運動』実施中　　　※（　　）内は前年比

　ドライバーは夕暮れ前の午後５時からライトを点灯し、歩行者の早期発

見に努めましょう。また、歩行者は、なるべく明るい色の服装で反射材を

身に付け、車から早く気づかれるように心がけましょう。

詳しくは　鹿島警察署交通課　☎０９５４（６３）１１１１

鹿島警察署管内
佐 賀 県 内

鹿 島 市 内

2,527 件（－185）
142 件（－0 4）
68 件（－0 5）

3,228 人（－282）
179 人（－011）
86 人（－013）

17 人（－09）
3人（＋02）
1人（ 00）

13,738 件（＋712）
693 件（－ 61）
355 件（－049）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

市議会１２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

11月26日（金）

11 月 27 日（土）～

12月 2日（木）

4日（土）

7 日（火）

8 日（水）

9 日（木）

11日（土）

13日（月）

14日（火）

15日（水）

17日（金）

12月1日（水）

～ 3日（金）

～ 6日（月）

～10日（金）

～12日（日）

～16日（木）

開会、会議録署名議員の指名、会期の決定、

議案の一括上程（市長提案理由説明）

休会

議案審議、質疑、討論、採決

休会

常任委員会

休会

一般質問

休会

一般質問

予備日（一般質問）

休会

委員会報告、議案審議、質疑、討論、採決、閉会

　市民課では、仕事などで平日に市

役所に来ることができない人のため

に、電話予約をして休日や夜間に証

明書などを受け取ることができる

『時間外交付』を実施しています。

　証明書の種類および予約時間は下

記のとおりです。

証明書などの種類

　住民票の写し、印鑑登録証明書、

　納税証明書、課税証明書、所得証明書

予約時間　月～金曜日（平日）

　　　　　８時 30 分～ 17時

詳しくは　市民課市民年金係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１７

　新型コロナウイルスワクチンの接

種会場となっていた市民体育館の利

用を１２月１日（水）から再開します。

予約・申請はエイブル事務局までご

連絡ください。

予約開始　11 月 16 日（火）９時～

申請場所　エイブル事務局

　　　　　☎０９５４（６３）２１３８

　　　　　（月曜日休館日）

詳しくは　生涯学習課スポーツ係

　　　　　☎０９５４（６３）２１２５

　　

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。

太陽光発電設置補助金
のお知らせ

ご利用ください
時間外の証明書交付

小さな仕事もお受けします
シルバー人材センター

税を考える週間
－11月11日（木）～17日（水）－

税を考える週間 検索

◉市税集合徴収分
◉介護保険料
◉後期高齢者医療保険料
第６期の口座振替日

１１月３０日（火）
（預貯金残高の確認をお願いします）

佐賀県（地域別）最低賃金
821円／時間

鹿島市民体育館
利用再開について

11月30日（いいみらい）は
『年金の日』です

がん患者 ・家族つどいの会

男のがん講座

人権学習会を開催します

認知症サポーター養成講座

がんばる事業者を応援！！
鹿島市事業継続支援給付金
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　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。

■ボウリング交流大会

と　　き　12 月 11 日（土）

　　　　　９時 30 分～

と　こ　ろ　メリーランド武雄ボウル

参　加　費　1,200 円／人

　　　　　（ゲーム・靴代、保険料込）

申込期限　12 月５日（日）

詳しくは　スポーツライフ・鹿島事務局

　　　　　（鹿島市体育協会内）

　　　　　☎０９５４（６２）３３７９

　公証人による『遺言と任意後見制

度』、法務局職員による『自筆証書

遺言書保管制度』及び『相続登記』

についての講演会を開催します。

※オンライン配信も行います。

と　　き　11 月 26 日（金）

　　　　　13 時～ 16 時 50 分

と　こ　ろ　【講演会場】　定員 30 人

　　　　　佐賀地方法務局４階大会議室

　　　　　【講演中継会場】　定員 10 人

　　　　　佐賀地方法務局武雄支局会議室

申込締切　11 月 22 日（月）

予約・問合せ先（要予約・無料）

　佐賀地方法務局総務課

　☎０９５２（２６）２１４９

と　　き　11 月７日（日）

　　　　　９時 40 分～ 12 時

　　　　　（自然の館集合）

持　参　物　飲み物、虫よけスプレー

定　　員　先着 20 ～ 30 人

参　加　費　400 円／人（昼食代含む）

詳しくは　自然観察指導員佐賀県連絡会

　　　　　（ネイチャー佐賀）

　　　　☎０９０（８３９１）８０７７

　　　　☎０８０（５２６４）９６６５

情報掲示板　◇　講習会・教室・募集・相談 情報掲示板　◇　相談・イベント

募　集

　女性消防団員は、男性消防団員と

は異なり、火災発生時の消火活動は

行いません。女性の持つソフトな面

を活かした応急手当や防火広報など

が主な活動です。あなたの住む街の

ため、力をかしてもらえませんか。

応募資格　市内在住または勤務する

　　　　　18 歳以上で健康な女性

募集人員　若干名　※随時募集

❖報酬、手当、被服、退職報奨金等あり

❖男性消防団員についても同様に募

　集中です。詳しくはお近くの消防団

　詰所または知り合いの団員にお声

　かけください。

詳しくは　総務課防災係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１２

　施設見学や模擬体験もできます。

■ポリテクセンター佐賀［募集］

対　象　者　求職者

訓練期間　令和４年１月５日（水）～６カ月

受　講　料　無料（別途テキスト代等を要す）

申　込　先　ハローワーク鹿島

申込期限　11 月 24 日（水）

詳しくは　ポリテクセンター佐賀

　　　　　☎０９５２（２６）９５１６

■ポリテクセンター佐世保［募集］

対　象　者　求職者

訓練期間　令和４年１月５日（水）～６カ月

受　講　料　無料（別途テキスト代等を要す）

申　込　先　ハローワーク鹿島

申込期限　12 月１日（水）

詳しくは　ポリテクセンター佐世保

　　　　　☎０９５６（５８）３１１８

相　談

と　　き　11 月 11 日（木）

　　　　　14 時～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　杵藤保健福祉事務所（武雄市）

相　談　医　嬉野医療センター

　　　　　小杉 雅史 神経内科医

申込締切　11 月４日（木）

予約・問合せ先（要予約・無料）

　杵藤保健福祉事務所 難病担当

　☎０９５４（２２）２１０５

　もう少し働きたいシニア世代の人

の就職希望を相談員がお受けします。

と　　き　11 月 2 日（火）、

　　　　　12 月１日（水）

　　　　　10 時～ 12 時、

　　　　　13 時～ 15 時

と　こ　ろ　ハローワーク鹿島２階

詳しくは　佐賀県シニアはたらきたいけん推進協議会

　　　　　☎０９５２（３３）７３８０

　相談員やケアマネジャーがお話を

伺います。気軽にお越しください。

と　　き　11 月 11 日（木）

　　　　　10 時～ 15 時

と　こ　ろ　道の駅『しろいし』（店頭）

相　談　料　無料　※申込不要

県内 10 カ所で開催されます

詳しくは　佐賀県介護保険事業連合会

　　　　　☎０９５２（３７）１１３１

と　　き　11月21日（日）

　　　　　13 時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀県労働会館３階（佐賀市）

相談内容　労働、借金、相続など

申込・問合せ先（要申込、電話での相談可）

　佐賀県労働者福祉協議会

　ライフサポートセンターさが

　☎０１２０（９３１）５３６

　

◆無料法律相談（市民優先）　市役所５階

　18 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

　25 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

　18 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）

　２・16 日（火）10 時～ 12 時、13 時～ 16 時

　２日（市役所５階第６会議室）　　　

16 日（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

　４日（木）10 時～ 15 時

◆消費生活相談　商工観光課　

　毎週月・金曜日（23 日を除く）

　９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

新世紀センター２階会議室

◆こころの健康相談（臨床心理士対応）

　17 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

　30 日（火）10 時～ 16 時　要予約

市役所５階第６会議室

　NPO 法人それいゆ☎０９５２（３７）０２５０

◆介護に関する相談　保険健康課

　月曜日～金曜日９時～ 17 時

◆鍼灸マッサージ無料健康相談・治療体験

　14 日（日）10 時～ 14 時 30 分

かたらい３階中会議室

◆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）

　19 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

　農家民宿みんなの家でかかし祭りを開

催します。

　約50体のかかしが、秋の風情漂うみか

ん園や畑に展示されています。バンドやお

琴、ダンスなどのステージイベントも行い

ます。そのほか限定ランチ（30食）やカ

レーなどの出店があります。また、有料で

芋ほり、みかん狩り体験ができます。

と　　き　11 月７日（日）10 時～日没まで

と　こ　ろ　農家民宿みんなの家付近（七浦）

■かかしは現在展示中です

　11 月 30 日（火）まで　※見学自由

詳しくは　農家民宿みんなの家

　　　　　☎０９５４（６２）８４４４

と　　き　12 月５日（日）集合９時

集合場所　本城集会所 ※定員 50 人

募集期間　11月1日（月）～26日（金）

参　加　費　1,500円／人（登山+座学）

詳しくは　のごみふれあい楽習館

　　　　　☎０９５４（６２）３３７３

　市内外の小中高生を中心に作り上

げた、笑いあり涙ありのステージで

す。華やかな歌とダンスを、ご家族

でお楽しみください。

と　　き　11 月 28 日（日）14 時～

と　こ　ろ　エイブルホール

　◇演劇『みんなスター☆』

　◇歌とダンスのステージ

入　場　料　無料

詳しくは　劇団ヤマト事務局　野崎

　　　　　☎０９０（２５０８）８３７４

　どなたでも参加できます。商品も

あります。ぜひお越しください。

と　　き　11 月 23 日（祝）９時～ 16 時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい

参　加　費　2,000 円（弁当付）　※小・中学生 1,000 円

申込方法　電話申込　※11 月 20 日（土）まで

詳しくは　同大会事務局　藤永

　　　　　☎０９５４（６２）６３１３

弁護士による
無料法律相談会

11月11日は介護の日
介護の日　相談会

令和3年1月期
職業訓練受講生募集

定員募集訓練科

電 気 設 備 施 工 科 １５

定員募集訓練科

ＣＡＤ・生 産 サ ポ ー ト 科

電 気 設 備 技 術 科

住 環 境 コ ー デ ィ ネ イ ト 科

１５

１６

１６

テクニカルメタルワーク科 １２

～鹿島市消防団～

女性消防団員募集

シニア無料就労相談会

難病医療相談および
パーキンソン病交流会

その他の相談

かかし祭り

　環境下水道課環境係　☎０９５４（６３）３４１６詳しくは

野焼きは原則禁止されています

❖左記の例外規定の焼却行為で

　あっても、生活環境への配慮

　が必要であり、悪臭や煙害が

　発生する場合は、認められな

　いことがあります

　焼却禁止の例外（一例）

◇風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

◇稲わら焼きなどの農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないもの

　として行われる廃棄物の焼却

◇たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって

　軽微なもの

　ごみの野焼きは、ダイオキシン類などの環境に悪影響を及ぼす物質を発生させる原因となります。

　そのため、野外等で廃棄物を焼却する行為やドラム缶で焼却する行為などは、『廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律』により禁止されています。

　また、焼却炉についても、法律の構造基準に適合したものでない限り使用できません。

　処理基準に従わずに焼却を行った場合は『5年以下の懲役もしくは一千万円以下（法人にあっては三億円以下）の罰

金、またはこれを併科』されることがあります。

第３回山浦城（原城）と
雲谷等顔ロマンツアー

スポーツライフ・鹿島
大会のお知らせ

『未来につなぐわたしの
終活 ・相続』 講演会

奥平谷周辺の自然を
観て歩こう

劇団ヤマト冬公演

『碁聖』 寛蓮
鹿島囲碁大会
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　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。

■ボウリング交流大会

と　　き　12 月 11 日（土）

　　　　　９時 30 分～

と　こ　ろ　メリーランド武雄ボウル

参　加　費　1,200 円／人

　　　　　（ゲーム・靴代、保険料込）

申込期限　12 月５日（日）

詳しくは　スポーツライフ・鹿島事務局

　　　　　（鹿島市体育協会内）

　　　　　☎０９５４（６２）３３７９

　公証人による『遺言と任意後見制

度』、法務局職員による『自筆証書

遺言書保管制度』及び『相続登記』

についての講演会を開催します。

※オンライン配信も行います。

と　　き　11 月 26 日（金）

　　　　　13 時～ 16 時 50 分

と　こ　ろ　【講演会場】　定員 30 人

　　　　　佐賀地方法務局４階大会議室

　　　　　【講演中継会場】　定員 10 人

　　　　　佐賀地方法務局武雄支局会議室

申込締切　11 月 22 日（月）

予約・問合せ先（要予約・無料）

　佐賀地方法務局総務課

　☎０９５２（２６）２１４９

と　　き　11 月７日（日）

　　　　　９時 40 分～ 12 時

　　　　　（自然の館集合）

持　参　物　飲み物、虫よけスプレー

定　　員　先着 20 ～ 30 人

参　加　費　400 円／人（昼食代含む）

詳しくは　自然観察指導員佐賀県連絡会

　　　　　（ネイチャー佐賀）

　　　　☎０９０（８３９１）８０７７

　　　　☎０８０（５２６４）９６６５

情報掲示板　◇　講習会・教室・募集・相談 情報掲示板　◇　相談・イベント

募　集

　女性消防団員は、男性消防団員と

は異なり、火災発生時の消火活動は

行いません。女性の持つソフトな面

を活かした応急手当や防火広報など

が主な活動です。あなたの住む街の

ため、力をかしてもらえませんか。

応募資格　市内在住または勤務する

　　　　　18 歳以上で健康な女性

募集人員　若干名　※随時募集

❖報酬、手当、被服、退職報奨金等あり

❖男性消防団員についても同様に募

　集中です。詳しくはお近くの消防団

　詰所または知り合いの団員にお声

　かけください。

詳しくは　総務課防災係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１２

　施設見学や模擬体験もできます。

■ポリテクセンター佐賀［募集］

対　象　者　求職者

訓練期間　令和４年１月５日（水）～６カ月

受　講　料　無料（別途テキスト代等を要す）

申　込　先　ハローワーク鹿島

申込期限　11 月 24 日（水）

詳しくは　ポリテクセンター佐賀

　　　　　☎０９５２（２６）９５１６

■ポリテクセンター佐世保［募集］

対　象　者　求職者

訓練期間　令和４年１月５日（水）～６カ月

受　講　料　無料（別途テキスト代等を要す）

申　込　先　ハローワーク鹿島

申込期限　12 月１日（水）

詳しくは　ポリテクセンター佐世保

　　　　　☎０９５６（５８）３１１８

相　談

と　　き　11 月 11 日（木）

　　　　　14 時～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　杵藤保健福祉事務所（武雄市）

相　談　医　嬉野医療センター

　　　　　小杉 雅史 神経内科医

申込締切　11 月４日（木）

予約・問合せ先（要予約・無料）

　杵藤保健福祉事務所 難病担当

　☎０９５４（２２）２１０５

　もう少し働きたいシニア世代の人

の就職希望を相談員がお受けします。

と　　き　11 月 2 日（火）、

　　　　　12 月１日（水）

　　　　　10 時～ 12 時、

　　　　　13 時～ 15 時

と　こ　ろ　ハローワーク鹿島２階

詳しくは　佐賀県シニアはたらきたいけん推進協議会

　　　　　☎０９５２（３３）７３８０

　相談員やケアマネジャーがお話を

伺います。気軽にお越しください。

と　　き　11 月 11 日（木）

　　　　　10 時～ 15 時

と　こ　ろ　道の駅『しろいし』（店頭）

相　談　料　無料　※申込不要

県内 10 カ所で開催されます

詳しくは　佐賀県介護保険事業連合会

　　　　　☎０９５２（３７）１１３１

と　　き　11月21日（日）

　　　　　13 時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀県労働会館３階（佐賀市）

相談内容　労働、借金、相続など

申込・問合せ先（要申込、電話での相談可）

　佐賀県労働者福祉協議会

　ライフサポートセンターさが

　☎０１２０（９３１）５３６

　

◆無料法律相談（市民優先）　市役所５階

　18 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

　25 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

　18 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）

　２・16 日（火）10 時～ 12 時、13 時～ 16 時

　２日（市役所５階第６会議室）　　　

16 日（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

　４日（木）10 時～ 15 時

◆消費生活相談　商工観光課　

　毎週月・金曜日（23 日を除く）

　９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

新世紀センター２階会議室

◆こころの健康相談（臨床心理士対応）

　17 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

　30 日（火）10 時～ 16 時　要予約

市役所５階第６会議室

　NPO 法人それいゆ☎０９５２（３７）０２５０

◆介護に関する相談　保険健康課

　月曜日～金曜日９時～ 17 時

◆鍼灸マッサージ無料健康相談・治療体験

　14 日（日）10 時～ 14 時 30 分

かたらい３階中会議室

◆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）

　19 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

　農家民宿みんなの家でかかし祭りを開

催します。

　約50体のかかしが、秋の風情漂うみか

ん園や畑に展示されています。バンドやお

琴、ダンスなどのステージイベントも行い

ます。そのほか限定ランチ（30食）やカ

レーなどの出店があります。また、有料で

芋ほり、みかん狩り体験ができます。

と　　き　11 月７日（日）10 時～日没まで

と　こ　ろ　農家民宿みんなの家付近（七浦）

■かかしは現在展示中です

　11 月 30 日（火）まで　※見学自由

詳しくは　農家民宿みんなの家

　　　　　☎０９５４（６２）８４４４

と　　き　12 月５日（日）集合９時

集合場所　本城集会所 ※定員 50 人

募集期間　11月1日（月）～26日（金）

参　加　費　1,500円／人（登山+座学）

詳しくは　のごみふれあい楽習館

　　　　　☎０９５４（６２）３３７３

　市内外の小中高生を中心に作り上

げた、笑いあり涙ありのステージで

す。華やかな歌とダンスを、ご家族

でお楽しみください。

と　　き　11 月 28 日（日）14 時～

と　こ　ろ　エイブルホール

　◇演劇『みんなスター☆』

　◇歌とダンスのステージ

入　場　料　無料

詳しくは　劇団ヤマト事務局　野崎

　　　　　☎０９０（２５０８）８３７４

　どなたでも参加できます。商品も

あります。ぜひお越しください。

と　　き　11 月 23 日（祝）９時～ 16 時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい

参　加　費　2,000 円（弁当付）　※小・中学生 1,000 円

申込方法　電話申込　※11 月 20 日（土）まで

詳しくは　同大会事務局　藤永

　　　　　☎０９５４（６２）６３１３

弁護士による
無料法律相談会

11月11日は介護の日
介護の日　相談会

令和3年1月期
職業訓練受講生募集

定員募集訓練科

電 気 設 備 施 工 科 １５

定員募集訓練科

ＣＡＤ・生 産 サ ポ ー ト 科

電 気 設 備 技 術 科

住 環 境 コ ー デ ィ ネ イ ト 科

１５

１６

１６

テクニカルメタルワーク科 １２

～鹿島市消防団～

女性消防団員募集

シニア無料就労相談会

難病医療相談および
パーキンソン病交流会

その他の相談

かかし祭り

　環境下水道課環境係　☎０９５４（６３）３４１６詳しくは

野焼きは原則禁止されています

❖左記の例外規定の焼却行為で

　あっても、生活環境への配慮

　が必要であり、悪臭や煙害が

　発生する場合は、認められな

　いことがあります

　焼却禁止の例外（一例）

◇風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

◇稲わら焼きなどの農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないもの

　として行われる廃棄物の焼却

◇たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって

　軽微なもの

　ごみの野焼きは、ダイオキシン類などの環境に悪影響を及ぼす物質を発生させる原因となります。

　そのため、野外等で廃棄物を焼却する行為やドラム缶で焼却する行為などは、『廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律』により禁止されています。

　また、焼却炉についても、法律の構造基準に適合したものでない限り使用できません。

　処理基準に従わずに焼却を行った場合は『5年以下の懲役もしくは一千万円以下（法人にあっては三億円以下）の罰

金、またはこれを併科』されることがあります。

第３回山浦城（原城）と
雲谷等顔ロマンツアー

スポーツライフ・鹿島
大会のお知らせ

『未来につなぐわたしの
終活 ・相続』 講演会

奥平谷周辺の自然を
観て歩こう

劇団ヤマト冬公演

『碁聖』 寛蓮
鹿島囲碁大会
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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》

　木廃材を機械で粉砕して鋸屑（のこくず）として販売す

ることで、木材の廃棄物軽減に取り組みます。

有限会社 山口木材

《取組事例》

　教育旅行の分野・観点からSDGｓの重要性と理解度を向上させ、

引き続きサスティナブルツーリズムの取組みを推進していきます。

東武トップツアーズ株式会社（佐賀市）

《取組事例》

　地元雇用を推進するとともに、外国人のインターンシップ

受け入れや採用などの国際交流の推進も実施します。

　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
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赤ちゃん登校日赤ちゃん登校日
写真写真

新市民会館の新築工事

　新鹿島市民会館の新築工事

は基礎工事を行っています。

　現場では鉄筋などの材料を

運搬するために２５ｔクレー

ン２台体制で作業を行ってい

ます。

　１１月も引き続き基礎工事

を進めていきます。

　市役所周辺では大型車両等

の往来で市民の皆様にご迷惑

をおかけしますが、引き続き

のご理解とご協力をお願いい

たします。

　総務課（中川エリア整備推進室）

　☎０９５４（６３）２１１１

詳しくは

No.1135

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

株式会社 ANDCO（佐賀市）

←基礎工事中の新鹿島市民会館


