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鹿島が好き!  その想いを原動力に鹿島が好き!  その想いを原動力に

鹿島市職員募集鹿島市職員募集
令和４年度鹿島市職員採用試験
【　令和５年４月１日付 採用予定者　】

■第１次試験

　と　　き　　９月　18　日（日）　９時30分集合　　

　と　こ　ろ　　鹿島市役所（予定）

■受付期間　　８月１日（月）～　22　日（月）８時30分～17時15分（土・日・祝日除く）

■申込書等の請求　下記のいずれかの方法で受け取ることができます。

①市役所３階総務課で交付します。

②市ホームページからダウンロードできます。

③郵送で請求する場合は、

　◆封筒の表面に『採用試験申込書請求』（社会人経験者の試験申込書類は
　　『社会人経験者　採用試験申込書請求』）と朱書きします。

　◆裏面には『請求された人の住所、氏名』を記入のうえ、必ず１２０円
　　（返信を速達で希望する場合は３８０円）切手を貼ります。

　◆宛先および郵便番号を明記した返信用封筒（角形２号：Ａ４サイズ
　　用紙の入る大きさ）を同封して、下記の申込先へ請求してください。

〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３番地１

鹿島市役所総務課職員係　☎０９５４（６３）２１１３

申込・問合せ先

たくさんの応募を

お待ちしています！

社会教育分野に携り、各種教室の

企画・運営などを行っています。

令和３年度入庁 生涯学習課勤務

民間企業での経験を活かして、現在は

農業分野の基盤整備に携っています。

令和３年度入庁 農林水産課勤務

事業者の人と連携し、産業の活

性化に取り組んでいます。

令和２年度入庁 産業支援課勤務
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その他の採用情報

■杵藤地区広域市町村圏組合　職員募集

　申込書は杵藤地区広域市町村圏組合事務局で

受け取るか、１２０円切手を貼り、住所、氏名

を明記した返信用の封筒を同封のうえ郵送にて

請求してください。

募集人員

【情報処理】

１名

受験資格 受付期限 職務内容

８月 26 日（金）

８時 30 分～ 17 時 15 分

（土・日・祝日を除く）

⦿独立行政法人情報処理推進機構が実施している『基本情

　報技術者試験（レベル２）』以上の試験に合格している人

⦿行政システムの開発運用経験が令和４年７月末日現在で通算して５年以上ある人

⦿昭和 48 年４月２日から平成５年４月１日までに生まれた人

　　　　　　　　〒８４９－２２０１

　武雄市北方町大字志久１１５７

　杵藤地区広域市町村圏組合事務局総務課　☎０９５４（３６）４５７０

応募・問合せ先

■職種別採用予定者および受験資格　■職種別採用予定者および受験資格　

試験区分 一　次　試　験 受　験　資　格 採用予定人員 業務内容

教養試験
【大卒程度】

一般事務Ａ
⦿平成４年４月２日から平成13年４月１日までに生まれた人
⦿採用後、鹿島市内に居住できる人 一般行政の業務に

従事

教養・専門試験
【大卒程度】

土　木　Ｃ
⦿平成４年４月２日から平成13年４月１日までに生まれた人
⦿採用後、鹿島市内に居住できる人 若干名

（Ｃ・Ｄ合わせて）教養・専門試験
【高卒程度】

土　木　Ｄ
⦿平成13年４月２日から平成17年４月１日までに生まれた人
⦿採用後、鹿島市内に居住できる人

土木技術、一般行
政の業務に従事

⦿昭和57年４月２日から平成13年４月１日までに生まれた人
⦿次のいずれかに該当する人
　１級建築士若しくは２級建築士資格を保有する人
　令和５年３月31日までに建築士資格を保有する見込みの人
　令和５年３月31日時点で２級建築士試験の受験資格を有する人
⦿採用後、鹿島市内に居住できる人

建　築　Ｅ
教養・専門試験
【大卒程度】

若干名
建築技術、一般行
政の業務に従事

⦿平成４年４月２日から平成13年４月１日までに生まれた人
⦿保健師資格を有する人、または令和５年３月31日までに保健師
　資格を保有する見込みの人
⦿採用後、鹿島市内に居住できる人

保　健　師　Ｆ
教養・専門試験
【大卒程度】

若干名
保健師、一般行政
の業務に従事

⦿昭和57年４月２日から平成４年４月１日までに生まれた人
⦿正規・非正規を問わず、民間企業等（公務含む）で原則５年以
　上の職務経験があり、培った知識や経験を市政に生かせる人
⦿採用後、鹿島市内に居住できる人

社　会　人
経　験　者

アピールシート、
職務履歴書による
書類選考

一般行政の業務に従
事（経歴によっては
専門業務（土木、建
築、保健、福祉、Ｉ
Ｔなど）に従事する
こともあります）

教養試験
【高卒程度】

一般事務Ｂ
⦿平成13年４月２日から平成17年４月１日までに生まれた人
⦿採用後、鹿島市内に居住できる人

若干名
（Ａ・Ｂ合わせて）

若干名

■佐賀県市町総合事務組合　職員募集

　申込書は組合事務局で受け取るか、１２０円

切手を貼り、住所、氏名を明記した返信用の封

筒を同封のうえ郵送にて請求してください。

募集人員

【一般事務】

若干名

（令和５年４月１日採用）

受験資格 受付期限 一次試験

８月 16 日（火）

８時 30 分～ 17 時 15 分

（土・日・祝日を除く）

９月 18 日（日）10 時～ 12 時

県立佐賀工業高校（佐賀市）

【筆記試験および適性検査】

昭和 59 年４月２日から平成 17 年４月１日

までに生まれた人で、県内に居住している人

または就学・就職等で県外に転出しているが、

両親等の保護者が県内に在住している人

　　　　　　　　〒８４０－０８３２　佐賀市堀川町１－１

　佐賀県市町総合事務組合総務課　☎０９５２（２５）２３５４

応募・問合せ先

※一次試験は書類選考

自治体業務システムの開発・
運用管理、情報セキュリティ
の維持管理等、電子計算セン
ターのシステム運用に従事
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ご寄附をありがとうございました

株式会社岡田電機 様

　６月１４日、株式会社岡田電機様からご寄附をいただきました。

株式会社岡田電機様からのご寄附は３回目となります。

　鹿島市の観光振興に活用して欲しいとのご意向に沿って、有効に使わ

せていただきます。

株式会社岡田電機 様

　６月１４日、株式会社岡田電機様からご寄附をいただきました。

株式会社岡田電機様からのご寄附は３回目となります。

　鹿島市の観光振興に活用して欲しいとのご意向に沿って、有効に使わ

せていただきます。

株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀 様

　６月７日に株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀様から、昨年に引き続

き地域貢献を目的として、自動販売機の売上げの一部のご寄附をいただ

きました。

　市とは、平成２６年に『地域貢献型自動販売機の運用に関する協定』

を締結しており、市民交流プラザ内に３台、新世紀センターに２台、生

涯学習センターに１台の自動販売機を設置しています。寄附金は、地域

振興に役立てさせていただきます。

株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀 様

　６月７日に株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀様から、昨年に引き続

き地域貢献を目的として、自動販売機の売上げの一部のご寄附をいただ

きました。

　市とは、平成２６年に『地域貢献型自動販売機の運用に関する協定』

を締結しており、市民交流プラザ内に３台、新世紀センターに２台、生

涯学習センターに１台の自動販売機を設置しています。寄附金は、地域

振興に役立てさせていただきます。

TopicsTopics まちの話題

ジャパン　オーガニック　パーティーと包括連携協定を締結しました

　６月２４日、ジャパン オーガニック パーティー（略称：JOP）と産業

の発展、地域社会の振興を目的とした包括連携協定を締結しました。

　JOPは、国産オーガニック植物資源の有用性を研究・開発し、化粧品

等の原料として提供する法人です。市内では、山間部の茶畑約１.９haを

借り受け無農薬で栽培し、茶花等から得られる成分を化粧品原料として

提供されているほか、市内のハスの花やレモン等も使用されています。

　今後、さらなる市内オーガニック資源の開拓推進により、耕作放棄地

の解消など、地域活性化に寄与されるものと期待されます。

　６月２４日、ジャパン オーガニック パーティー（略称：JOP）と産業

の発展、地域社会の振興を目的とした包括連携協定を締結しました。

　JOPは、国産オーガニック植物資源の有用性を研究・開発し、化粧品

等の原料として提供する法人です。市内では、山間部の茶畑約１.９haを

借り受け無農薬で栽培し、茶花等から得られる成分を化粧品原料として

提供されているほか、市内のハスの花やレモン等も使用されています。

　今後、さらなる市内オーガニック資源の開拓推進により、耕作放棄地

の解消など、地域活性化に寄与されるものと期待されます。

肥前鹿島干潟SDGs推進パートナーによる海岸清掃を行いました

　６月５日、新籠海岸で肥前鹿島干潟SDGｓ推進パートナーに参加して

いる市内外の３４団体・個人による清掃活動が行われました。小雨が降

りしきる中、約１６０人が参加し、新籠海岸から鹿島川河口までの範囲

でプラスチックごみや空き缶などの回収に汗を流しました。集めたごみ

の重量は約６００㎏にもなりました。

　今後もパートナーの皆さまとともに環境美化活動を行っていきます。

　６月５日、新籠海岸で肥前鹿島干潟SDGｓ推進パートナーに参加して

いる市内外の３４団体・個人による清掃活動が行われました。小雨が降

りしきる中、約１６０人が参加し、新籠海岸から鹿島川河口までの範囲

でプラスチックごみや空き缶などの回収に汗を流しました。集めたごみ

の重量は約６００㎏にもなりました。

　今後もパートナーの皆さまとともに環境美化活動を行っていきます。
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　鹿島市では、新鹿島市民会館の建設を進めています。新しい市民会館は、『まちの晴れ舞台』をコンセプトと

して設計されています。新しい市民会館が市民の皆様に親しまれる施設となるよう、新市民会館建設の記念事業

として、寄附金を募集しています。

　ご賛同いただける皆様からのご協力・ご支援をお願いいたします。

【募集期間】令和４年１月４日～令和４年１２月２８日

【申込方法】下記申込先または、ふるさと納税サイトから

　　　　　　（右記の二次元コードから確認できます）

新鹿島市民会館への新鹿島市民会館への

寄附を募集しています寄附を募集しています

新鹿島市民会館完成予想図新鹿島市民会館完成予想図

ホール完成予想図ホール完成予想図

ホワイエ完成予想図ホワイエ完成予想図

交流ラウンジ完成予想図交流ラウンジ完成予想図

【申込・問合せ先】鹿島市役所総務部企画財政課企画係

　　　　　　☎０９５４（６３）２１０１　℻０９５４（６３）２１２９　furusato@city.saga-kashima.lg.jp　

【寄附者への特典】

　・芳名板への名入れ（１万円以上の寄附者）

　・ホームページ等への氏名掲載

　・オープニングイベントへの招待（予定）

【寄附金額】

　１,０００円から

　※なお、寄附に対する返礼品はありません

【寄附金の主な用途】

　・舞台やリハーサル用楽器

　・舞台用大道具などの備品

　・会議用机、いす

　・民俗資料の展示用備品

【建物概要】

　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　（旧市民会館跡地に建設中）

　鉄筋コンクリート造（一部PC造、鉄骨造）

　地上４階建　固定席　７５１席

　延床面積　２６７８.２８㎡

　建築面積　２２１４.１７㎡

☜ふるさと納税サイト
　はコチラ
☜ふるさと納税サイト
　はコチラ
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情報掲示板ワイド

申請に必要なもの

　◇運転免許の取消通知書（返納時に警察で交付）

　◇保険証など（住所・年齢が確認できるもの）

※家族などによる代理申請を行う場合、代理申請者の

　身分証明書も持参してください。　　　

　高齢運転者の交通事故防止対策の一環として、運転免許証を自主返納された人を支援します。

　運転に不安のある人、家族から返納を勧められている人は、運転免許証の返納について考えてみませんか。

お
知
ら
せ

運転免許証を自主返納された人を支援します

対　　象　市内に住所を有し、満75歳になった日以

　　　　　降に運転免許証を自主返納した人

　　　　　※平成30年７月１日以降の返納から対象

内　　容　祐徳バス、再耕庵タクシーで使用できる

　　　　　共通利用券8,000円分の交付（１回限り）

　総務課防災係　☎０９５４（６３）２１１２申請・問合せ先

　マイナンバーカード取得で最大２０,０００円分のマイナポイントがもらえる、マイナポイント第２弾が実施され

ています。以下の施策が行われていますので、マイナンバーカードを取得のうえ、ぜひ申込みください。

お
知
ら
せ

マイナポイント第２弾が実施されています

　◇マイナンバーカードの申請・交付に関すること　 

　　市民課市民年金係　☎０９５４（６３）２１１７

　◇マイナポイント事業に関すること　

　　企画財政課広報ＩＣＴ係　☎０９５４（６３）２１１４

詳しくは

①マイナンバーカードの新規取得等

　マイナンバーカードを取得し、マイナポイントの申

込を行った後に２０，０００円までのチャージまたは

お買い物をすると利用金額の２５％のマイナポイント

（最大５,０００円分）を受け取ることができます。

②マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込み

　お持ちのマイナンバーカードを、健康保険証として利用

できるよう申込み、マイナポイントの申込みをすると７，

５００円分のマイナポイントを受け取ることができます。

③公金受取口座の登録

　ご自身の預貯金口座を国（デジタル庁）に登録し、マ

イナポイントの申込みをすると７ ,５００円分のマイナ

ポイントを受け取ることができます。

マイナポイント申込み期限　令和５年２月末

マイナンバーカードの申込み期限　令和４年９月末

公共下水道計画区域における
　　　　　　内水ハザードマップの公表について

お
知
ら
せ

　環境下水道課　下水道係　☎０９５４（６３）３４１６詳しくは

　近年、全国各地で記録的な大雨が観測され、鹿島市やその周辺地域でも令和２年７月豪雨や令和３年８月豪雨

などによる浸水被害が発生しています。

　内水ハザードマップは、下水道雨水幹線や水路などの排水能力を大きく超える激しい雨が降った場合に浸水が

想定される区域を示したものです。公共下水道計画区域とその周辺地域にある雨水幹線水路やポンプ場のある区

域を対象として、区域全体に想定最大規模の雨（１時間あたり１５２㎜）が降った場合に浸水が想定される区域

を示しています。

　大雨が降ると浸水の恐れがある場所を事前に確認し、早め早めの避難行動を

心掛けましょう。

　内水ハザードマップは市ホームページで確認できます。

　また、高潮、地震・津波および洪水・土砂災害ハザードマップについては、

配布されている『鹿島市防災マップ』や『WEB版防災マップ』をご覧ください。
↑WEB版防災マップ

　はこちら

↑内水ハザードマップ

　はこちら
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　新型コロナや世界経済の影響等により原油価格が高騰していることを受け、燃料費が生産コストに占める割合の

多い漁業者や、施設園芸等に取り組む農業者が事業継続に意欲的に取り組むための支援として、給付金を支給しま

す。

お
知
ら
せ

新型コロナ対策農漁業者燃料費高騰等支援給付金

対象条件　令和４年度に国の『セーフティネット構築事業』（施設園芸・漁業者向け）に加入している人

申請手続　施設園芸のセーフティネット加入者：セーフティネット構築事業の申請事業主体（農協等）より申請

　　　　　漁業者のセーフティネット加入者：セーフティネット構築事業の申請事業主体（漁協）より申請

給付金額　５万円～20万円

　　　　　※『セーフティネット構築事業』に申請されている燃料購入予定数量の段階に応じた額

受付期間　12 月 24 日（土）まで

必要書類　・国のセーフティネット構築事業に加入したことが確認できる資料

　　　　　・申請書一式
　農林水産課農政係　☎０９５４（６３）３４１３詳しくは

　昨年、市指定もえるごみ袋が破れやすいとのご意見がありました。そこで、材質を変更し、市の一部の地区の約

５００世帯の人たちに使ってもらい、アンケートを行いました。その結果、材質を変更したごみ袋の方が使いやす

いとのご意見が、従来のごみ袋がよいと答えた人の数を若干上回りました。

　取扱い店のごみ袋の在庫状況にもよりますが、今年度秋以降に、材質を変更して作製したもえるごみ袋を販売し

ます（価格は同じです）。今年度は、市民の皆さん約１,０００世帯にアンケートを行う予定です。アンケートが

届いた人はご協力をお願いします。

　今回のアンケート結果をもとに、来年度のごみ袋の材質を再検討します。

　なお、もえるごみ袋が変更されても、従来のごみ袋は使うことができます。

お
知
ら
せ

もえるごみ袋のアンケートを実施します

◉従来のごみ袋の特徴・・・ひっぱりに強い。尖ったもの等を入れて袋が裂けると、裂け目が広がりやすい

◉（材質を）変更したごみ袋の特徴・・・柔軟性があり、伸びやすい。伸びすぎると袋が破れる。尖ったものなど

　　　　　　　　　　　　　　　　　　を入れて袋が裂けても、裂け目が広がりにくい

　環境下水道課環境係　☎０９５４（６３）３４１６詳しくは

　都市建設課住宅係　☎０９５４（６３）３４１５詳しくは

　市では、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、実態調査を実施し、空家等の状態を把握・分析し、空

家の適正な管理および利活用を図るため調査を行います。

　なお、実態調査は市が業務委託した、㈱ゼンリンの調査員が現場に赴き外観を目視調査し、写真撮影を行います。

調査員はユニホームを着用し『社員証・調査員証』を携帯しています。

調査期間　８月中旬～10月

調査地区　市内全域

お
知
ら
せ

空家等の実態調査を行います
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 児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもを養育している人の生活安

定と自立を助け、子どもの心身の健やかな成長のために支給される手当です。

　受給するためには、福祉課へ申請が必要です。手当は原則として『申請月の翌月分』からの支給になります。

お
知
ら
せ

ご存じですか？ 児童扶養手当制度
　　　　継続受給には『現況届』が必要です

支給要件（対象となる人）

　次のいずれかに該当する子どもを監護し、かつ、生

計を同じくしている母、父または、父母に代わってそ

の子どもを養育している人です。

　①父母が婚姻を解消（離婚など）した

　②父または母が死亡、生死が明らかでない

　③父または母が一定程度以上重度の障がいがある

　④父または母が１年以上拘禁されている

　⑤父または母から１年以上遺棄されている

　⑥父または母が裁判所からＤＶ保護命令を受けた

　⑦婚姻によらないで生まれた

　※支給要件に該当しても、子どもが児童福祉施設に

　　入所したとき、または請求者および子どもが公的

　　年金（老齢福祉年金を除く）を受けることができ

　　るときや前年所得が一定以上あるときなどは手当

　　が支給されない場合があります。

　福祉課社会福祉係

　☎０９５４（６３）２１１９

詳しくは

支給期間

　⦿子どもが18歳になる年度の３月31日まで

　⦿子どもが中度以上の障がいがある場合は20歳未満

手当の額　受給資格者が扶養する子どもの人数や所得

　　　　　などで決まります

　⦿子ども１人の場合（月額）

　　全額支給の場合　　　　４３,０７０円

　⦿子ども２人以上の加算額（全額支給の場合）

　　２人目　　　　　　　　１０,１７０円

　　３人目以降１人につき　　６,１００円

児童扶養手当を受給中の皆さんへ
　この手当を受給中の人は、毎年現況届が必要です。
　受付期間中に提出がない場合、11 月分からの支給を
差し止めることがありますのでご注意ください。
と　　き　８月 12 日（金）・15 日（月）９時～ 19 時
と　こ　ろ　市役所５階大会議室
持　参　品　健康保険証、児童扶養手当証書、
　　　　　受給者の通帳（変更のある人のみ）、養育費等申告書、
　　　　　一部支給停止適用除外事由届出書（別途送付した対象者のみ）等

　福祉課社会福祉係　☎０９５４（６３）２１１９詳しくは

 『母子家庭』『父子家庭』『父母のいない子ども』『寡婦』が、病院などの医療機関で診療を受けた場合、医療

費の一部負担金（保険診療分）を助成します。ただし、１人当たり１カ月５００円までは個人負担となります。

　また、寡婦は、１カ月につき一部負担金から１,０００円を控除した額の半額が助成額となります。

お
知
ら
せ

受給中の人は更新をお忘れなく！！
ーひとり親家庭等医療費助成制度ー

助成対象者

　⦿ひとり親家庭の父・母・子ども

　⦿父母のいない子ども

　⦿かつて母子家庭であった健康保険被保険者本人で

　　ある一人暮らしの母親（寡婦）

　※公的年金の受給者も該当します。ただし、前年の

　　所得が一定額以上あるときは助成できません。

　※０歳から中学生の子どもは、子どもの医療費助成

　　が優先です。また、子どもの医療費受給資格証を

　　利用した後、加えてひとり親家庭等医療費助成に

　　申請することができます。（一部負担金がひと月

　　５００円を超えた場合のみ）

助成期間

　①子ども　18歳に達する年度の３月31日まで

　②父・母　子どもが20歳に達する前日まで

　③寡　婦　後期高齢者医療制度の対象となる前日まで

更新手続き
　この助成を受給中の人は、毎年更新手続きが必要
です。更新を行わないと９月１日から翌年８月31日
までの助成ができませんのでご注意ください。
と　　き　８月 12 日（金）・15 日（月）９時～ 19 時
と　こ　ろ　市役所５階大会議室
持　参　品　健康保険証（全員分）、
　　　　　受給者の通帳（変更のある人のみ）、
　　　　　養育費等申告書
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入場
無料

　『同和問題啓発強調月間』は、同和問題の解決に向けて、県民一人ひとりの理解と協力を得るために、佐賀県で

は１９９１年（平成３年）８月に設定されました。同和問題への理解を深める機会として『同和問題講演会』を開

催します。一緒に考えてみませんか。

と　　き　８月 25 日（木）

　　　　　開場 13 時　開演 13 時 30 分

と　こ　ろ　エイブルホールおよび研修室

テ　ー　マ　３つの壁を打ち破ろう！

　　　　　～部落差別解消推進法に学ぶ

　　　　　　　差別問題理解の基礎基本～

講　　師　奥田　均さん（近畿大学名誉教授）

※駐車場：市役所前・中川グラウンド（臨時）

ー８月は同和問題啓発強調月間ですー

鹿島市同和問題講演会を開催します

❖来場を希望する人は、事前に住所、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、体調が悪い人は参加を見合わせてください。

　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

詳しくは

１９５２年生まれ。関西大学文学部教育学

科卒業。関西外国語大学助教授、近畿大学

人権問題研究所教授・近畿大学人権問題研

究所特任教授 博士（社会学）などを経て現在、

近畿大学名誉教授。

奥田　均さん　　プロフィール
おくだ　　 ひとし

講
　

演
　

会

『成人式』は『二十歳の集い』に変わります

と　　き　令和５年１月８日（日）

　　　　　午前の部　11 時～　古枝・浜・七浦（東部中校区）

　　　　　午後の部　15 時～　鹿島・能古見・北鹿島・明倫（西部中校区）

と　こ　ろ　生涯学習センター『エイブル』ホール

　生涯学習課社会教育・文化係

　☎０９５４（６３）２１２５

詳しくは

　成年年齢の引き下げにともない、二十歳になった人をお祝いする式典『鹿島市成人式』は、今年度から『鹿島市

二十歳の集い』へと名称が変わりました。開催期日は下記のとおりです。対象者への案内ハガキの発送は、１１月

を予定しています。

は   た   ちお
知
ら
せ

　障がいをお持ちの人や、その保護者を対象とした各種手当を紹介します。各手当とも支給制限や所得制限があり

ますので、詳しくはお尋ねください。現在、手当を受給中の人は、毎年現況届が必要です。受付期間中に現況届の

提出がない場合、８月分から支給されませんのでご注意ください。

お
知
ら
せ

障がいに関する手当のご案内

　福祉課障がい福祉係　☎０９５４（６３）２１１９詳しくは

特別障害者手当
２０歳以上で、著しく重度の障がい状態にあるため、
日常生活で常に特別な介護を必要とする障がい者本
人に支給されます。

障害児福祉手当
２０歳未満で、重度の障がい状態にあるため、日常
生活で常に介護を必要とする障がい児本人に支給さ
れます。

特別児童扶養手当
中程度以上の障がいがある在宅の２０歳未満の児童
を監護・養育する保護者などに支給されます。

■現況届の受付

　と　　き　８月 12 日（金）～ 25 日（木）

　と　こ　ろ　市役所１階福祉課
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✿おくすりノートを持っていきましょう

の
く ら し８月

August

カレンダーカレンダー

日曜・祝日および１月１日～３日
（９時～１７時）

鹿島市休日こどもクリニック

（高津原）

☎０９５４（６３）１８３８

毎日
（１９時～２１時）

武雄地区休日急患センター

（武雄市武雄町大字昭和300）

☎０９５４（２２）５５９９

水曜日（１月１日～３日を除く）
（１９時～２１時）

鹿島時間外こどもクリニック

（高津原：鹿島市休日こどもクリニック内）

☎０９５４（６３）１８３８

※変更になる場合がありますので、受診の際は事

　前に杵藤地区消防本部救急医療情報案内また

　は在宅医へ電話で確認してください

　　杵藤地区消防本部救急医療情報案内

　　☎０９５４（２２）４２０７

□子どもの健診

４か月児健診

（令和4年4月生まれ）

１歳６か月児健診

（令和3年1月生まれ）

３歳６か月児健診

（平成31年1月生まれ）

24 日（水）

25 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 3・10・17・24・31 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 18 日（木） 13時30分～13時50分

赤ちゃん相談 17 日（水） 13時30分～14時30分

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
対　象　5・6 か月児の保護者　※持参物：バスタオル

幼児食教室 9 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）

２歳児フッ化物塗布 25 日（木） 13時30分～13時45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　令和 2 年 8 月生まれ（希望者のみ）

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

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

福田医院　　　　　☎０９５４（４３）０５５０

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

嬉野市

嬉野市

鹿島市

内　容　体重測定、個別相談　※持参品：バスタオル等
対　象　令和 4 年 6 月生まれ　　　　　 （通知に記載）

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

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

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・３歳児フッ化物塗布 5 日（金） 13時～13時15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　令和元年 8 月・令和 2 年 1 月生まれ（希望者のみ）

成人健康相談 3 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



新型コロナウイルスワクチン接種について

❖受診・相談センター（専用・相談ダイヤル）　☎０９５４（６９）１１０２　時間８時 30 分～ 20 時（土・日・祝日含む）

❖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。

　かかりつけ医等がない場合は、受診・相談センター（☎０９５４（６９）１１０３）に電話で相談してください。

　（コールセンターの開設時間：午前６時～午後 10 時まで　土・日・祝日も対応）

　　　　　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

４回目接種について４回目接種について

　４回目接種の対象者が拡大されました。

　今回拡大されたのは

　・　医療従事者

　・　高齢者施設従事者等

　です。

　該当する人で４回目のワクチン接種を希望する人は右記のQRコードにて

お申込みください。電話や窓口で申込むことも可能です。

※施設を通じて、申し込まれている人は、申し込む必要はありません

※詳しくは市のホームページをご覧ください

　なお、下記の人は引き続き４回目接種の対象となっておりますので、

『１８～５９歳で基礎疾患がある人など』に該当する人でまたお申込み

がまだの人は右記のQRコードまたは電話や窓口にてお申込みください。

　・　60歳以上　　　

　・　18～59歳で基礎疾患がある人など

・窓口申請の人は９時～17時 に保健センターへお越しください

・電話申請の人は９時～17時 に下記までお電話ください

※鹿島市では８月は主にモデルナ社ワクチンを使用します（ただし、状況によりファイザー社ワクチンも使用

　します）

↑基礎疾患一覧は

　コチラ

７月に入り、新型コロナウイルス感染者が急激に増加しています。

接種率が低い若年層（特に１０歳代未満と１０歳代）の感染が多い傾向にあります。

感染拡大防止および重症化予防の観点から新型コロナワクチン接種の検討をお願いします。

現在のところ、国の定めにより新型コロナワクチン接種の期間は９月３０日（※）までとなっています。

希望する人でまだ予約が済んでいない人は早めに予約をお願いします。

※接種の期間は７月１９日時点の情報のため、今後、接種期間は延長される可能性があります

↑基礎疾患を

　お持ちの人用

↑医療従事者・高齢者

　施設等従事者申込用
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 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 45 回全日本空手道連盟剛柔会九州・沖縄地区空手道選手権大会

　開　催　日　６月 19 日（大分県杵築市文化体育館）

　【一般男子形】　優勝　【一般男子組手】　３位

　　馬場　海星（長崎国際大学４年）

◇全九州高等学校総合体育大会　

《レスリング競技》

　開　催　日　６月 17 日（島原復興アリーナ）

　【65 ㎏級】　優勝　松原　拓郎（鳥栖工高１年）

　【55 ㎏級】　２位　白川　剣斗（鳥栖工高３年）

　【80 ㎏級】　３位　白川　大虎（鳥栖工高１年）

《ボクシング競技》

　開　催　日　６月24～26日（昭和電工武道スポーツセンター）

　【男子ウェルター級 A パート】　２位　堀田　陸志（白石高３年）

《弓道競技》

　開　催　日　７月２日（博多の森弓道場）

　【女子団体】　３位　鹿島高校女子弓道部

◇佐賀県高等学校総合体育大会

《柔道競技》

　開　催　日　５月 27 日（基山町総合体育館アリーナ）

　【男子 100kg 級】　優勝　植松 恭平（佐賀商業高３年）　

《弓道競技》

　開　催　日　５月 27 ～ 29 日（多久市緑が丘弓道場）

　【男子個人】　優勝　馬場 偉月（鹿島高３年）

　　　　　　　３位　山下 琢磨（鹿島高３年）

　【女子個人】　２位　白武 璃己（鹿島高３年）　

　【男子団体】　２位　鹿島高校男子弓道部

　【女子団体】　２位　鹿島高校女子弓道部

◇佐賀県中学校総合体育大会 《空手道競技》

　開　催　日　６月 26 日（大和勤労者体育センター）

　【女子団体形】　３位

　　峰　紗菜（西部中１年）、津村　纏（西部中１年）、

　　北原　愛深（西部中３年）

◇国民体育大会弓道競技選手選考会

　開　催　日　６月 12 日（多久市緑が丘弓道場）

　【男子遠的】　優勝　小笠原 恭太（鹿島高３年）

　【男子近的】　優勝　馬場 偉月（鹿島高３年）

◇第 68 回全日本中学校通信陸上競技佐賀大会

　開　催　日　６月 25・26 日（SAGA スタジアム）

　【女子走高跳】　３位　松浦　心花（西部中３年）

　【男子 3000ｍ】　３位　岩下　瑛祐（西部中３年）

　【男子 1500ｍ】　４位　岩下　瑛祐（西部中３年）

◇ＪＡ杯第37回佐賀新聞学童オリンピック大会

　《水泳競技》

　開　催　日　６月 19 日（SAGA アクア）

　小学 5・６年生男子【4×50ｍフリーリレー】

　　優勝　小池　颯馬（鹿島小６年）、田中　優太朗（明倫小６年）、

　　　　　大江　健心（明倫小６年）

　小学 5・６年生男子【4×50ｍメドレーリレー】

　　優勝　小池　颯馬（鹿島小６年）、田中　優太朗（明倫小６年）、

　　　　　山口　真生（鹿島小６年）

　小学６年生男子【50m 自由形】【50ｍ背泳ぎ】

　　２位　田中　優太朗（明倫小６年）

　小学６年生男子【100m バタフライ】

　　２位　大江　健心（明倫小６年）

　　３位　山口　真生（鹿島小６年）

　小学６年生男子【50m 平泳ぎ】

　　３位　大江　健心（明倫小６年）

　小学４年生以下混成【4×50ｍメドレーリレー】　

　　３位　大江　真心（明倫小２年）、小池　妃愛乃（鹿島小３年）、

　　　　　島　颯一郎（鹿島小３年）、原田　瑛瑠（浜小４年）

　《ソフトテニス競技》

　開　催　日　６月 18 日（佐賀市立テニスコート）

　【男子団体】　２位　ＮＩＥ上峰古枝ジュニア

　　　　　　　３位　鹿島ジュニア

　【女子団体】　３位　鹿島ジュニア・上峰ジュニアＳＴＣ

ウィズコロナ関連補助金を活用しませんか？

　商工観光課観光振興係　☎０９５４（６３）３４１２詳しくは

（１）ウィズコロナイベント補助金交付事業

　感染症対策を施し実施するイベントや、新たな

生活様式等へ対応するための企画を支援し、新業

態による消費喚起や販売促進を後押しします。

予　算　額　500万円

補助金額　上限 50 万円

　　　　　（補助率：対象経費の 90/100）

対　象　者　イベントを主催する個人や団体

（２）ウィズコロナ周遊観光事業補助金交付事業

　新しい生活様式に即したツアーを企画した旅行業

者および交通事業者に対し、ツアー代金の一部を助

成し、新たな時代の誘客に取り組みます。

予　算　額　1,600万円

補助金額　バスツアー　１人５千円（上限10万円／台）

　　　　　　　　　　　※１ツアー　上限 50 万円

　　　　　タクシーによる個別周遊　３～４万円／台

※ （１）（２）とも詳細は市ホームページに掲載しています
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市役所
保健センター

21 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・23・30 日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

産業活性化施設
（海道しるべ）

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

6 日（土）
7 日（日）

11 日（祝）
13 日（土）
14 日（日）
15 日（月）
20 日（土）
21 日（日）
27 日（土）
28 日（日）

中尾建設　　　　　　☎（６２）９２５７
兼茂　　　　　　　　☎（６３）１６１６
佐賀庭苑　　　　　　☎（６２）８８１６
宮園電工　　　　　　☎（６３）３１５１
鹿島工設　　　　　　☎（６３）１３２３
山口工業　　　　　　☎（６０）４０７４
池田設備左官工務店　☎０９０（８４０５）６２９８
植松建設　　　　　　☎（６２）３５２６
家永設備　　　　　　☎（６２）７１２９
山中鉄工　　　　　　☎（６３）３３４１

✿おくすりノートを持っていきましょう

夜　　間：杵藤地区消防本部救急医療情報案内

☎０９５４（２２）４２０７

※休日・夜間の小児救急医療は10ページをご覧ください

令和４年６月３０日現在

在宅当番医・当番薬局

受付時間　9時～17時

※受診の際は事前に在宅当番医へ電話で確認してください

日 在宅当番医 当番薬局

志田病院　☎（６３）１２３６7 日（日） 溝上薬局北鹿島店

中村医院　☎（６３）９２３４11 日（祝） おおぞら薬局

納富病院　☎（６３）１１１７14 日（日）

薬師寺医院　☎（６３）５２８１21 日（日） アルナ薬局浜町店

犬塚病院　☎（６３）２５３８28 日（日） アルバ薬局

なごみ薬局

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

鹿島市
－

10 人能古見

－浜

－北鹿島

－

男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

27,970

13,451

3,255

2,801

2,621

3,300

2,542

13,218

14,752

10,862

5,505

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

4 人 12 世帯

4 人 7 世帯

1,149 世帯 2 世帯

1,012 世帯

1,254 世帯

1,013 世帯

929 世帯

7 人

7 人

2 人

2 人

8 人

12 人

4 世帯

4 世帯

－ 4 世帯

1 世帯－

2・9・16・23・30 日（火）、
11 日（祝）、21 日（日）

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

1・8・15・22・29 日（月）、
12 日（金）

1・8・15・22・29 日（月）、
12 日（金）、25 日（木）

1・8・15・22・29 日（月）、
12 日（金）

子育て支援センター子育て支援センター
　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
　小さなこともひとりで悩まずに、お
話ししてみませんか。
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
　育児の援助を受けたい人とお手伝いがで
きる人が会員となり、地域で助け合う会員
制の子育てネットワークです。
❖会員募集中♪（登録無料）

～親子あそびのご案内～

『ひろばの集い』

　伝統行事や季節を取り入れた内容の楽しい

時間です！

開　催　８月 25 日（木）11 時～ ミニ運動会

場　所　かたらい４階 多目的室

　❖要予約

『ひろばのつどい♪ちか～っと』

　絵本・手あそびや歌・手作りおもちゃ等で

ほ～っこり癒しの時間♪

開　催　毎月第３金曜日　11 時～

❖予約不要

《共通》

場　所　子育て支援センター

対　象　５か月～就学前児と保護者

※利用料不要

※詳細は Facebook をご覧ください

1・8・15・22・29 日（月）
干潟交流館

（なな海）

－
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学校だより・人権の輪

学 校 だ よ り

明倫小学校

No.303

みんなが全力を
出し切った運動会

　６月７日に第３２回明倫小学校運

動会を開催しました。６月５日に予

定していた運動会を雨天のために延

期しての開催でしたが、天気にも恵

まれ、平日にもかかわらず、たくさ

んの保護者に来ていただきました。

　運動会のスローガン『心をもやせ  

～三色の光～みんなが全力で一致団

結の運動会』のもと、子どもたちは

全力で頑張ることができました。

　団体演技（低学年：ダンス、中学

年：面浮立、高学年：ソーラン）、

徒競走、色別競技（１・６年：玉入

れ、２・５年：大玉転がし、３・４

年：台風の目）、応援合戦、色別対

抗リレーなど、全ての競技で子ども

たちの輝く姿を見ることができまし

た。

　運動会練習を開始して早々、新型

コロナ陽性者が複数確認され、学級

閉鎖となったり、練習中止になった

りしました。しかし、子どもたちは

短くなった練習日程の中で友達と協

力しながら練習をしっかり頑張り、

その成果を本番で発揮してくれまし

た。高学年は、学級閉鎖があったに

もかかわらず、限られた時間を有効

に使って練習し、応援合戦や係活動

などでリーダーシップを発揮してく

れました。特に、小学校最後の運動

会となった６年生の活躍は見事でし

た。

　みんなが全力を出し切った素晴ら

しい運動会になりました。

８月は『同和問題啓発強化月間』です
～同和問題（部落差別）について考えてみましょう～

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

　『人の世に熱あれ、人間に光あれ』

　これは、大正１１年に発表された

水平社宣言の最後の一節です。部落

差別に苦しめられている人々が全国

から集まり、差別からの解放を求め

るために創立した『全国水平社』の

創立大会で読み上げられました。言

われなき差別を受けてきた苦悩、そ

れでも人間としての誇りを失わな

かった祖先への尊敬、そしてあらゆ

る差別をなくし、人間を大切にして

いこうという強い思いが、この宣言

全文から伝わってきます。

　今年は、水平社宣言からちょうど

１００年。１００年たった今、水平

社宣言に込められた思いは現実のも

のとなっているでしょうか。

　佐賀県が令和３年に行った『人権

に関する県民意識調査』によると、

「同和問題（部落差別）の被害を受

けたり、そのような言動をしたこと

があるか」という問いに対し、１０.

２％の人が「ある」と回答しています。  

「同 和 問 題（部 落 差 別）に 関 し て、

インターネット上で人権侵害事例を

見たことがありますか」という問い

には、７ .２％の人が「見たことが

ある」と回答しています。

　また、「同和問題（部落差別）は

これからどうなると思いますか」と

いう問い対しては、５３ .３％の人

が「いずれ解決すると思うが、大変

長い期間を要すると思う」、１３ .

９％の人が「どのようにしても解決

は難しいと思う」と回答しています。

　国は、現在もなお部落差別が存在

するという認識により、差別のない

社会を実現するために『部落差別の

解消の推進に関する法律』（部落差

別解消推進法）を平成２８年に公布・

施行しました。

　差別が存在するという事実を受け

止め、解決に向けた努力を怠っては

なりません。私たち一人ひとりに何

ができるのかを考えてみませんか。

※学年は令和３年度令和３年度小中学校『人権標語』特選・準特選の作品を紹介します

　色ちがい　みんなあつまれ　虹の橋　　　金子　柊葵　（明倫小４年）

　コロナでも　心の距離は　変わらない　　野中　七輝　（東部中３年）

人権標語
紹　介

人権標語
紹　介

※学年は令和３年度
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エイブルからのお知らせなど

受講料

に行ってみよう
⦿エイブル倶楽部会員、入会要項

　市内外問わず、老若男女どなたでも

いつでも入会できます！

会費　１年コース　１,０００円

　　　３年コース　３,０００円

　　　（高校生以下各半額）

特典　「えいぶる事業」のチケット代金

　　　の割引や先行予約、「えいぶる講

　　　座」の受講などができます。

　　　３年コースは、入会・更新時に

　　　５００円のクーポン券を贈呈。

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

詳しくは

❖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。

　鹿島市在住の染川浩美さんの作品を展示し

ています。

　染川さんは中学校で美術教師として勤務し

ながら、制作活動をされています。

　第２期は、日展で入選した「世界に平和

を」や日本画などを展示します。

【第２期展示】

　８月２日（火）

　　～８月28日（日）

床の間
コーナー

市民図書館　☎０９５４（６３）４３４３詳しくは

市　民
図書館 図書館からのお知らせ

染川浩美 彫刻・絵画展
～思いを形に～

《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

≪公開講座≫　

　～ NHK 大河ドラマを

　　　楽しむための歴史講座～

　　　　鎌倉編　第 2 弾

無　料30 人
エイブル３階

研修室

□みにみに図書館巡回中！

～市内の公民館やかたらいでも図書館の本が読めます！～

　“みにみに図書館”は普段なかなか図書

館に来館できない人たちにも図書館の本

を利用してもらえるよう、毎月 1 回市内各

施設へ巡回配送をしています。お住まいの

近くの公民館などでぜひご利用ください。

□長期休館のお知らせ

　図書館は１年に１度の蔵書点検と５年に１度の図書館システム更

新作業のため、9月16日（金）から30日（金）まで休館します。ご

迷惑とご不便をおかけしますが、ご協力をよろしくお願いします。

江島 美央さん
（熊本大学史学科

中世史専攻卒）

『世界に平和を』

８
／
27
（
土
）

伊豆の踊子10：00～11：22 忍ぶ川８
／
28
（
日
）

めぐりあい12：30～14：01 八月の濡れた砂

忍ぶ川14：20～16：20 伊豆の踊子

10：00～12：00

13：00～14：31

14：50～16：12

第４回えいぶる事業 優秀映画鑑賞推進事業『なつかしの映画上映会』

と　　き　８月 27 日（土）・28 日（日）　　と　こ　ろ　エイブルホール

料　　金　２日通し券（消費税込）前売当日共　販売中

　　　　　大人【一般】800 円　【会員】500 円　高校生以下 無料（要整理券）

主　　催　（一財）鹿島市民立生涯学習・文化振興財団、国立映画アーカイブ

伊豆の踊子 めぐりあい 八月の濡れた砂忍ぶ川

と　　き　10 月２日（日）　　と　こ　ろ　エイブルホール

料　　金　大人 1,000 円　高校生以下・障がいのある人 500 円

（消費税込）　　※会員各 500 円引き　※障がい者手帳提示

　　　　　　　※②14：00 の回のみバリアフリー字幕あり

発　売　日　 ８月 23 日（火）　

第５回えいぶる事業 映画「ゆうやけ子どもクラブ！」鹿島上映会

①10：00～

②14：00～

③18：00～

≪公開講座≫　

　手ごねで作る

　　　　　焼きカレーパン

８月 20 日（土）
８月 25 日（木）

９時 30 分～ 12 時 30 分
［どちらか１回］

会　員　　無　料
一　般　1,500 円
材料代　1,800 円

各
12 人

エイブル２階
調理実習室

織田 真由美さん

８月 28 日（日）
10 時～ 12 時

［１回限り］

　ギャラリートーク開催

８月11日（木・祝）

　　　　　　10時～

エイブル３階　研修室
※要申込。エイブル２階事務局

　か電話で受け付けています。



１６ Ｒ4（2022）.8.1　広報かしま

　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　☎０９５４（６３）３３７３

詳しくは

　　　　　　二種混合予防接種はジフテリアと破傷風

　　　　　の混合ワクチンです。

ジフテリア　ジフテリア菌が鼻や咽頭（のど）に侵入し
　　　　　　て感染し、風邪症状や重症化すると心筋炎、
　　　　　　神経麻痺などを起こします。

破　傷　風　破傷風菌は土壌の中に広く分布しており、
　　　　　　傷口などから菌が侵入して感染します。

対　象　者　11歳～13歳未満　　接種回数　１回

料　　金　無料（対象者以外は全額自己負担）

持　参　品　母子健康手帳、予防接種予診票

二種混合予防接種二種混合予防接種二種混合予防接種を
　　　　　受けましょう
二種混合予防接種を
　　　　　受けましょう予防接種予防接種

　ジフテリア、破傷風は、ワクチン接種により予防

することができます。

　乳幼児期に三種混合予防接種を受けた人も、この

予防接種でさらに免疫力をつけることができますの

で、夏休みを利用して忘れずに接種しましょう。

四種混合予防接種を
　　　　　受けましょう
四種混合予防接種を
　　　　　受けましょう

予防接種予防接種

　四種混合予防接種とは、百日咳、ジフテリア、破

傷風、ポリオを予防するためのワクチンです。接種

回数が多いので、忘れないように注意しましょう。

対　象　者　３か月～７歳６か月未満

接種回数　４回　※第１期初回（３回）接種後、

　　　　　　　　　１年あけて追加（１回）を接種

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

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

　　　　　※対象者には７月上旬頃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５年３月 31 日

自己負担　2,500 円（医療機関窓口でお支払いください）※生活保護世帯の人は無料

県内医療機関での個別接種です。直接医療機関へ申し込みください。 注意事項

⦿過去に23価肺炎球菌ワク

　チンの接種を受けたことが

　ある人は対象外です

⦿定期接種の対象となるのは

　１人１回のみです

と　　き　８月 19 日（金）受付 18時～ 19 時

　　　　　 20 日（土）受付 9時～ 10時

と　こ　ろ　保健センター

内　　容　血圧測定、血液検査、診察など

対　象　者　今年度 40 歳～ 74歳になる国保加入者

料　　金　500円

定　　員　20人ずつ（先着）

保健センターで特定健診を実施します保健センターで特定健診を実施します

❖今年度、すでに国保特定健診を受診した人、国保人

間ドック・脳ドックの助成を受けた人は受診できませ

ん。対象者には事前に受診票、受診券を配布していま

すが、紛失した人はご連絡ください。

　市のホームページからも

お申し込みできます。

　ぜひご利用ください。　　→
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子宮頸がん・乳がん検診を受けましょう子宮頸がん・乳がん検診を受けましょう

　保健センター（エイブル１階）

　☎０９５４（６３）３３７３

詳しくは

月　日 対　象　区

10 月３日
（月）午後

10月 11 日
（火）午後

本町・乙丸・中村・土井丸・
井手・三部

10 月 31 日
（月）午後

11 月９日
（水）午前

南川・山浦・下古枝

11 月９日
（水）午後

11月 14 日
（月）夜間

11月 15 日
（火）午前

東町・横田・伏原・中浅浦・上浅浦・
土穴・本城・中木庭・番在開拓・大村方

12 月５日
（月）午後

８月８日
（月）午後

高津原（１）・白鳥尾・貝瀬

月　日 対　象　区

８月 10 日
（水）午後

高津原（２）・大手・世間

８月 16 日
（火）午前

犬王袋・重ノ木・大木庭・大殿分・
川内・森

８月 16 日
（火）午後

８月 22 日
（月）午後

８月 23 日
（火）午前

西牟田・筒口

９月 30 日
（金）午後

10 月２日
（日）午後

新町・若殿分・執行分・東三河内・西三河内・
中川内・早ノ瀬・大野・広平

８月 23 日
（火）午後

納富分・馬渡

12 月６日
（火）午前

２月７日
（火）夜間

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1,500円、50歳以上900円

⦿乳がん検診はマンモグラフィのみです（視触診

　はありません）※毎回先着55人で締め切ります

⦿５～６月に実施したがん検診申込書などで申し

　込んだ人には受診票を郵送します。

⦿区ごとに受診日を定めていますが、都合が悪い

　ときは別の日に受診できます。（連絡不要）

⦿新たに希望する人はご連絡ください。

　新型コロナウイルス感染症予防のため、当初の予定より受付時間などを変更しています。受診時はマスクの着用、

検温をお願いします。また、検査着の着回しは行いませんので、バスタオルを持参してください。

国保特定健診とがん検診を同時に受けられます国保特定健診とがん検診を同時に受けられます

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

と　　き　９月８日（木）～９日（金）、10 月 23 日（日）～ 24 日（月）

　　　　　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、電話またはホームページからお申込みください。

　各日程定員がありますので、定員になり次第受付け終了いたします。

　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。

けんしんけんしん

←ホームページ

　はこちらへ

末光・小舟津

城内・中牟田・下浅浦・山浦開拓・鮒越

中尾・上古枝・久保山・奥山・竹ノ木庭・
平仁田開拓・七開・湯ノ峰・浜新町

庄金・南舟津・野畠・北舟津・
中町・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

行成・井手分

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

新方・八宿・嘉瀬ノ浦・音成・大宮田尾・
小宮道・東塩屋・西塩屋・西葉・矢答

夜間検診希望者は、保健センターに申し込みが
必要です

新籠・常広・古城・組方・江福・
飯田・龍宿浦
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情報掲示板　◇　お知らせ

お知らせ

　休業中はし尿の汲み取りができま

せん。各社担当地区の住民の人は、

８月５日（金）までに汲み取り依頼

の連絡をお願いします。

連絡先・休業期間　　

　◆有明清掃社　☎（６２）４３２４

　　８月 13 日（土）～ 15日（月）休業

　◆鹿島清掃社　☎（６３）３９９４

　　８月 13 日（土）～ 15日（月）休業

　◆藤津清掃社　☎（６３）４０６４

　　８月 13 日（土）～ 16日（火）休業

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１６

■夏の作業もおまかせください

　『農作業』『草払い、草取り』『家事』

『庭木剪定』『賞状書き』など。

■家庭菜園・果樹園などに剪定枝葉

のチップ（EM 入り）はいかがですか

　『袋詰め』やトラック『バラ積み』で

販売しています。

■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　８月 18日（木）８時 30分～

　　　　　当日ご都合がつかない人は、

　　　　　前日までにセンターへ

■会員を募集しています

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　８月 18日（木）９時 30分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

問い合わせ・ご注文　

　シルバー人材センター

　☎０９５４（６３）０９７０

　所得が少ないときや失業等により

保険料を納付できない場合は、本人

の申請で過去２年まで遡って免除ま

たは猶予される制度があります。

　申請される場合は、基礎年金番号

がわかるものと免許証など本人確認

ができる書類を持参してください。

※離職した人は雇用保険受給資格者証

　または離職票など

詳しくは　市民課市民年金係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１７

　　　　　武雄年金事務所

　　　　　☎０９５４（２３）０１２１

　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

　戦没者を追悼し平和を祈念するた

め、次の日時に１分間のサイレンを

鳴らします。黙とうをお願いします。

　❖【広島市原爆投下の日】

　　８月６日（土）　８時 15 分

　❖【長崎市原爆投下の日】

　　８月９日（火）　11 時２分

　❖【終戦記念日】

　　８月 15 日（月）　12 時

詳しくは　総務課総務係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１１

　紛失や改ざんを防ぎ、ご自身の意

思を実現することができる、あなた

の大切な『遺言書』を法務局が守り

ます。ぜひ、ご利用ください。

　詳しい内容は、佐賀地方法務局

ホームページまたは電話でご確認く

ださい（要予約）。

　　ホームページは

　　　　　こちら→

手続予約・問合せ先

　佐賀地方法務局武雄支局

　☎０９５４（２２）２４３５

令和４年６月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

□あなたは『歩行者優先』を守っていますか？　　　※（　　）内は前年比

　横断歩道を横断しようとする人や横断中の人がいたら停止して歩行者を

通行させなければなりません。停止しなかったり、歩行者の通行を妨害し

た場合『横断歩行者等妨害等違反』として検挙の対象となります。

詳しくは　鹿島警察署交通課　☎０９５４（６３）１１１１

鹿島警察署管内

佐 賀 県 内

鹿 島 市 内

1,506 件（－325）

71 件（－024）

43 件（－009）

1,928 人（－429）

82 人（－037）

52 人（－018）

9人（－13）

0人（－01）

0人（－01）

9,012 件（＋589）

500 件（－004）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

282 件（＋011）

戦没者追悼のため
サイレンを鳴らします

お盆のし尿汲み取り
休業のお知らせ

国民年金保険料
免除申請について

ぜひ、ご活用ください
鹿島市シルバー人材センター

家庭用浄化槽補助金
申請のお知らせ

詳しくは　企画財政課秘書係　☎０９５４（６３）２１００

令和４年６月分の市長交際費を公表します

14,000円 令和 4年度累計　26,240 円合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

会　費 ６月15日 4,000円 鹿島市観光協会総会

会　費 ６月21日 5,000円 鹿島市商工会議所青年部総会

祝　儀 ６月27日 5,000円 鹿島商工会議所通常議員総会

『自筆証書遺言書保管制度』
をぜひご利用ください
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情報掲示板　◇　お知らせ・募集・講習会・教室

　

　現在お持ちの『介護保険負担限度

額認定証』の有効期限は７月３１日

までのため、今後も介護保険の施設

サービスおよび短期入所をご利用予

定の人は更新申請が必要です。

申請期限　８月 31 日（水）

申請に必要な書類　

　◆介護保険負担限度額認定申請書

　◆同意書（本人・配偶者）

　◆添付書類（預貯金等の資産状況を

　　　　　　　確認できるものの写し）

詳しくは　杵藤地区介護保険事務所給付係

　　　　　☎０９５４（６９）８２２１

　　　　　保険健康課長寿社会係

　　　　　☎０９５４（６３）２１２０

　内容に合ったスムーズな相談が行

えるように事前の予約をお願いします。

■年金相談を行っています

と　　き　８時 30 分～ 16時

　　　　　月～金曜日（祝日を除く）

申込期間　相談希望日の１カ月前から前日

持　参　品　基礎年金番号がわかるも

　　　　　の（基礎年金番号通知書など）

■事前に予約をお願いします

予約電話番号　

　音声案内後①番→再度音声案内後②番

　☎０５７０（０５）４８９０

詳しくは　武雄年金事務所

　　　　　☎０９５４（２３）０１２１

　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　９月15 日（木）13時 30 分～ 14 時 30 分

と　こ　ろ　エイブル３階学習室

テ　ー　マ　インターネットと人権

講　　師　鹿島警察署生活安全課

※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

募　集

　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　10 月４日（火）～

　◇ものづくりベーシック科　４カ月

　◇電気設備施工科　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　８月 29 日（月）

詳しくは　ポリテクセンター佐賀

　　　　　☎０９５２（２６）９５１６

講習会・教室

　精神疾患を持つ方の家族や支援者

を対象に、利用できる福祉サービス

についての勉強や情報共有をしたり、

参加者同士が交流することを目的と

した講座です。

と　　き　９月 14 日（水）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時 15 分

と　こ　ろ　武雄総合庁舎別館２階

参　加　費　無料

申込期限　９月７日（水）

詳しくは　杵藤保健福祉事務所

　　　　　☎０９５４（２２）２１０５

　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。

❖要申込・参加費無料

ミニ講座　『認知症の診断で受けられる

　　　　　サービス・認知症の経過』

創作活動　『ステンシルエコバッグ』

と　　き　８月 17 日（水）13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　エイブル３階研修室　

申込期限　８月 15 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

　好きな文字や言葉を書いてみませ

んか。当日受付もできます。お気軽

に参加してください。

と　　き　９月４日（日）９時 30 分～ 16 時

と　こ　ろ　かたらい４階多目的室

講　　師　松尾洋一さん

内　　容　漢字行草作品、かな、

　　　　　調和体、篆刻など

持　参　品　書道道具一式、半紙、

　　　　　半切、新聞紙など

　　　　　※資料、手本は準備します

受　講　料　2,000 円（昼食代含む）

申込・問合せ先　

　鹿島書の会庶務係　松尾

　☎０９０（２０９６）８１４８

負担限度額認定の
更新申請について

定員募集訓練科

も の づ く り ベ ー シ ッ ク 科

電 気 設 備 施 工 科

１５

１５

令和４年10月期
職業訓練受講生募集

家族講座のご案内

武雄年金事務所からの
お知らせ

人権学習会を開催します

かしまオレンジカフェ
認知症カフェ・介護者のつどい

開園期間　８月 18 日（木）～９月４日（日）

※天候や育成状況により変わります

開園時間　８時 30 分～ 16時 30 分

料　　金　入園料 100 円　

収穫したぶどう

　巨峰　　　　　　　　120 円～／ 100ｇ

　シャインマスカット　200 円～／ 100ｇ

※完全予約制

※状況により中止となる場合があります

予約・問合せ先（受付時間　９時～ 16 時）

　多良岳オレンジ海道を活かす会事務局

　（ＪＡさが杵藤園芸センター）　☎０９５４（６２）２１４５

鹿島でぶどう収穫体験が楽しめます！

鹿島書の会　秋の練成会



２０ Ｒ4（2022）.8.1　広報かしま

情報掲示板　◇　講習会・教室・試験・相談

　

　在宅就業や就労に役立つパソコン

講座です。

と　　き　10 月３日（月）～ 12月５日（月）

（平日のみ）　初級 9時 30分～ 12 時 30 分

　　　　　中級 13時 30 分～ 16 時 30 分

受講形態　オンライン

対　　象　県内在住のひとり親家庭（母子・

　　　　　父子家庭）の親でオンライン受

　　　　　講に参加できる人

定　　員　合計 20 人

受　講　料　無料（テキスト無料配布、

　　　　　　　　　パソコン無料貸出）

申込期限　９月５日（月）必着

※申込方法などはホームページをご

　覧ください（https://www.ict-wsc.org/）

詳しくは　特定非営利活動法人

　　　　　ひとり親ＩＣＴ就業支援センター

　　　　　☎０９５２（３２）０２２１

　鹿島史談会では、郷土の歴史など、

会員や外部講師による講話や年１回

の見学会を行っています。

　どなたでも参加できます。一緒に

歴史を楽しみましょう。

と　　き　８月 18 日（木）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　田澤義鋪記念館

演　　題　『長崎街道　塩田道』

講　　師　芦塚　典子さん

　　　　　（嬉野市議会議員・会員）

資　料　代　200 円

詳しくは　鹿島史談会事務局　野田

　　　　　☎０９５４（６２）２０９７

と　　き　８月 20 日（土）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀メディカルセンタービル１階

　　　　　佐賀県がん総合支援センター（佐賀市）

内　　容　親睦、交流会や音楽鑑賞など

対　　象　がんで大切な人をなくされた人

　　　　　（先着 10 人）

参　加　費　無料

申込期限　８月 17 日（水）

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）

　ブランクが長い、何度も転職して

いる、正社員の経験がない、そんな

悩める氷河期世代の方々に、１日で

学べる講座を開催します。希望者は

セミナー後に個別相談もできます。

対　　象　おおむね 36～ 51 歳の人

定　　員　20 人（予約優先）

と　　き　８月９日（火）13時～ 16時 15 分

と　こ　ろ　佐賀商工ビル４階

　　　　　（佐賀市白山 2-1-12）

受　講　料　無料

申込期限　８月８日（月）17 時

申込方法　ジョブカフェ SAGA の

　　　　　HP もしくはお電話にて

　　　　　お申し込みください

詳しくは　ジョブカフェ SAGA

　　　　　☎０９５２（２７）１８７０

試　験

　『責任技術者』は、下水道排水設

備工事を施工する指定工事店として

指定を受けるために必要な資格です。

試　験　日　10 月５日（水）

試験会場　佐賀市文化会館３階大会議室

受　験　料　8,000 円

受験講習　９月 27 日（火）

講習会場　佐賀市文化会館３階大会議室

受　講　料　5,000 円

※別途、販売元より直接購入するテ

　キスト（2,500 円）が必要です

受付締切　８月 19 日（金）

◆受験案内は環境下水道課で配布してい

　ます。また、受験資格や申込手続などの

　詳細は、受験案内をご覧ください

詳しくは　佐賀県下水道協会

　　　　　☎０９５２（３３）１３３０

と　　き　10 月 16 日（日）

と　こ　ろ　佐賀大学本庄キャンパス

　　　　　（佐賀市本庄）

◆採用人数や受験資格、試験内容など詳

　しくはホームページをご覧いただくか、

　お問合せください

詳しくは　佐賀県警察本部警務課採用係

　　　　　☎０９５２（２４）１１１１

相　談

　司法書士と社会福祉士による成年

後見に関する無料相談会を開催しま

す。ご相談は、事前に申し込みが必

要です。お気軽に相談ください。

と　　き　9 月 23 日（祝）13時～ 16 時

　　　　　（先着 15 組）

と　こ　ろ　アバンセ４階　第３研修室

予約・問合せ先

　成年後見センター・リーガルサ　

　ポート佐賀支部

　☎０９５２（２９）０６２６

　事前に申し込みが必要です。

と　　き　８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（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

　いじめ・虐待など、子どもの人権

に関わる悩みごと、心配ごとなどの

相談に法務局職員、人権擁護委員が

応じます。お気軽に相談ください。

（相談内容の秘密は固く守られます）

と　　き　８月26日（金）～９月1日（木）

　　　　　８時 30 分～ 19時

　　　　　※土・日は10時～17時

相談電話　☎０１２０（００７）１１０

詳しくは　人権・同和対策課

　　　　　☎０９５４（６３）２１２６

排水設備工事責任技術者
資格試験

『子どもの人権１１０番』
強化週間

ひとり親のための
在宅就業に向けたパソコン講座

鹿島史談会　歴史講座

がん遺族つどいの会

弁護士による
無料法律相談会

成年後見に関する
無料相談会

令和４年度　警察官B
採用試験（高校卒業程度）

◉市税集合徴収分
◉介護保険料
◉後期高齢者医療保険料
第３期の口座振替日

８月３１日（水）
（預貯金残高の確認をお願いします）

氷河期世代向け就職講座



２１広報かしま　Ｒ4（2022）.8.1

情報掲示板　◇　相談・イベント

◆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 20 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 20 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

　市役所５階第６会議室

　武雄年金事務所☎０９５４（２３）０１２１

◆行政書士によるマイナンバーカード相談

　19 日（金）13 時～ 16 時

　かたらい３階会議室

　佐賀県行政書士会☎０９５2（３６）６０５１

◆消費生活相談　商工観光課　

　毎週月・金曜日（祝日を除く）

　９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

新世紀センター２階会議室

◆人権相談　かたらい３階健康相談室

　４日（木）９時～ 12 時

◆こころの健康相談（臨床心理士対応）

　24 日（水）９時 30 分～ 12 時

市役所５階第５会議室

　（要予約）福祉課 ☎（６３）２１１９

◆介護に関する相談　保険健康課

　月曜日～金曜日（祝日を除く）９時～ 17 時

◆発達障害児（者）専門相談

　24 日（水）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

◆住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　６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）

　23 日（火）13 時 30 分～ 16 時 30 分

新世紀センター２階会議室１

　都市建設課 ☎（６３）３４１５

◆納税相談（要予約）　税務課

　月曜日～金曜日（祝日を除く）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）

　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

　鹿島の夏の風物詩、納涼花火大会

を３年ぶりに開催します。今年は、

新型コロナウイルス感染症対策のた

め観覧席はありません。

と　　き　８月 27 日（土）20 時～

打上場所　鹿島川河口付近

　　　　　（北鹿島新籠富山海岸）

詳しくは　花火大会実行委員会事務局

　　　　　（鹿島市観光協会内）

　　　　　☎０９５４（６２）３９４２

◆消防団夏季訓練

　21 日（日）７時 30 分～

祐徳グラウンド（雨天時：中止）

その他の相談

　国民健康保険と後期高齢者医療広域連合では、現在服用している薬をジェネリック医薬品（後発医薬品）に切り

替えた場合に、薬代の自己負担額をどのくらい軽減できるか試算した差額通知ハガキを『ジェネリック医薬品に関

するお知らせ』として７月末に郵送しています。（２回目の差額通知ハガキは令和５年１月末に郵送する予定です）

ジェネリック医薬品に関するお知らせジェネリック医薬品に関するお知らせ
～国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者の皆さん～

　佐賀県後期高齢者医療広域連合業務課企画・保健係　☎０９５２（６４）８４７６

　市保険健康課国保係　　　　　　　　　　　　　　　☎０９５４（６３）２１２０

詳しくは

□通知の対象となる人

　該当月に処方された先発医薬品をジェネリック医薬

品に切り替えた場合に、１カ月あたりの自己負担額の

軽減が一定額以上見込まれる人が対象となります。

（必ずしも全員に届くわけではありません）

□通知の記載内容

◉薬代にかかった金額のみ表示しています。

　実際の窓口での支払いには、技術料・管理料など、

　別費用が含まれていることがあります。

◉ジェネリック医薬品に切り替えると薬代が安くなる

　可能性があることをお伝えするもので、切り替えを

　強制するものではありません。

□通知書に関するお問い合わせ専用窓口

『国民健康保険中央会コールセンター』を設けていま

す。通知書にコールセンターのフリーダイヤルが記載

されていますので、ご利用ください。

ジェネリック医薬品とは？
　ジェネリック医薬品は、最初に作られた薬（先発
医薬品）の特許が切れた後に販売される医薬品です。
先発医薬品と同等の有効成分・効能・効果をもつ医
薬品ですが、まったく同一というわけではありませ
ん。ジェネリック医薬品を希望する場合は、まずは、
かかりつけの医師・薬剤師へご相談ください。

その他のイベント

第８回鹿島市
市民納涼花火大会
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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》

　女性活躍の促進や低燃費車、電動バイクを社用車として活

用するといった取り組みを積極的に行っています。

株式会社　鹿島スズキプラザ21

《取組事例》

　世界人権宣言などの国際規範を尊重し、企業市民としての社会

的責任を果たすために、社会的課題に積極的に取り組んでいます。

野村証券株式会社佐賀支店

《取組事例》

　ペーパーレス化・CT化の推進による業務効率化の向上、身体と心

の健康維持をはかり、働きやすい職場環境の構築を行っていきます。

　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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ポップコーン株式会社

　商工観光課商工労政係

　☎０９５４（６３）３４１２

詳しくは

　市では、コロナ禍や原油高騰の影響により冷え込む消費を喚起し地域経済の活性化を図るとともに、市民生活

を支援するため、市内店舗等で利用できる『かしまを元気に！まるごと応援券』を発行します。

❖かしまを元気に！まるごと応援券（商品券）❖

　　令和４年６月15日時点で鹿島市に住民登録

　がある人に5,000円分（1,000円商品券×5枚）

　を発行します。

　◇18 歳以下（平成 16 年４月 2日以降生まれ）

　◇75 歳以上（昭和 23 年４月１日以前生まれ）

　の人には応援券１冊 5,000 円分を追加で発行

　します。

　利用期間　８月 27 日（土）～ 12月 31 日（土）

かしまを元気に！まるごと応援券かしまを元気に！まるごと応援券

❖この応援券は、8月から順次、世帯主様宛に世帯員全員分を

　ゆうパックでお届けします。お手元に届くまで、しばらく

　お待ちください。なお、ご不在の場合は不在票が入ります

　ので、郵便局の保管期間中は郵便局でのお受け取りをお願

　いします。
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