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芳醇な香り

甘くてジューシー。

芳醇な香り
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◇まちあそび人生ゲームin祐徳

◇みんなで守ろう地域公共交通

◇９月くらしのカレンダー

◇新型コロナウイルス感染症対策

◇まちあそび人生ゲームin祐徳

◇みんなで守ろう地域公共交通

◇９月くらしのカレンダー

◇新型コロナウイルス感染症対策
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市内循環バスと高津原・予約型のりあいタクシー乗車無料！市内循環バスと高津原・予約型のりあいタクシー乗車無料！
みんな乗って乗って！ご利用ありがとう週間！みんな乗って乗って！ご利用ありがとう週間！

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

⦿市内循環バス　　　　１０月３日（月）・４日（火）・５日（水）・６日（木）・７日（金）・８日（土）
⦿高津原のりあいタクシー　１０月４日（火）・６日（木）・８日（土）
⦿予約型のりあいタクシー　１０月３日（月）・４日（火）・５日（水）・６日（木）・７日（金）

対　象　学生（小学・中学・高校生）、満 65 歳以上の人（昭和 33 年４月１日以前生まれの人）、運転免許自主返納者、

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

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

期間限定

乗継割引券 １回あたり１００円お得になる乗継割引！
乗り継ぐたびに１日何回でも利用可能！

割引が適用となる場合

　高津原のりあいタクシー　⇦　《乗継》　⇨　市内循環バス

　予約型のりあいタクシー　⇦　《乗継》　⇨　市内循環バス

発行する日　のりあいタクシーの運行日

　☞当日限り有効で１回１枚のみ利用できます

　☞利用される場合は、乗り継ぎ前の降車時に運転手に

　　申し出て『乗継割引券』を発行してもらい、乗り継

　　ぎ先の支払い時に『乗継割引券』と割引分の100円

　　を差し引いた運賃で支払ってください例）　のりあいタクシー　⇦　《乗継》　⇨　市内循環バス

運転手に循環バスへ乗り継ぐことを
伝えて『乗継割引券』を受け取る

のりあい
タクシー
のりあい
タクシー

『乗継割引券』を利用して、１００円
を差し引いた運賃を支払う

乗り継ぎ乗り継ぎ

乗車回数券
３,０００円（１００円券４０枚）１,０００円お得！
１,０００円（１００円券１２枚） ２００円お得！

　市内循環バス、のりあいタクシーの回数券を販売しています。ぜひ、ご利用ください。

市内循環バス

購入場所　祐徳自動車（株）　　　　☎（６２）４５９５

　　　　　市役所３階企画財政課　☎（６３）２１０１

のりあいタクシー（高津原・予約型共通）

購入場所　再耕庵タクシー本社　　☎（６２）２１７１

　　　　　市役所３階企画財政課　☎（６３）２１０１

　　　　　高津原公民館かんらん　☎（６２）３６１１乗車回数券は、循環バスの車内でも販売しています

お得な『乗車回数券』と『乗継割引券』をご利用くださいお得な『乗車回数券』と『乗継割引券』をご利用ください

　現在、市内の公共交通は路線バスのほか、市内循環バス、高津原のりあいタクシー、予約型のりあいタクシーがあります。

これらは、児童・生徒の通学や高齢者の通院、買い物など生活の足として利用されていますが、近年の人口減少や自家用車

の普及などにより利用者が減少し、運行赤字額が大きくなっているなど公共交通の経営環境は厳しさを増しつつあります。

　多くの人の安全・安心な移動のためにも、公共交通の再生・活性化は重要な課題であり、住民、事業者、行政が一体と

なって策定した鹿島市地域公共交通計画に基づいて、誰もがいつまでも公共交通を利用できるように、みんなで利用して地

域公共交通を一緒に守っていきましょう。

　企画財政課企画係　☎０９５４（６３）２１０１　企画財政課企画係　☎０９５４（６３）２１０１詳しくは

みんなで守ろう地域公共交通

市内
循環バス
市内

循環バス

３広報かしま　Ｒ4（2022）.9.1
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蟻尾山

かんらん

旭ヶ岡保育園前

旭ヶ岡団地

体育館前

田澤記念館

西峰団地

旧公民館前

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

犬塚病院

ピオ・かたらい

織田病院

別府整形外科

モリナガ

高木眼科前

鹿島駅前

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

高津原のりあいタクシーのりば

鹿島バスセンター

鹿島新町（織田病院前）

公園入口

幸通り

道場前

鹿島小学校前

体育館前

西部中学校前

どんとこい前

　宿

農協前

行成

（佐賀西信用組合前）
（中川たねもの前）

※　①

※　②

※　③

※　④

※　⑤

※　⑥

※　⑦

※　⑧

　　⑨

※　⑩

※　⑪

　　⑫

ララベル

ドラモリ・コメリ前

しめご橋

鹿島農協入口

小舟津

泉通り

鹿島市役所・エイブル前

鹿島・中川

西牟田（別府整形外科前）

西牟田西

御神松

高木眼科前

　　⑬

※　⑭

※　⑮

※　⑯

※　⑰

※　⑱

※　⑲

※　⑳

※　㉑

※　㉒

　　㉓

　　㉔

市内循環バスのりば ※祐徳自動車（株）の路線バス停留所を併用

市内循環バス・高津原のりあいタクシー　路線・のりば市内循環バス・高津原のりあいタクシー　路線・のりば

❖１０月１日の運行から『蟻尾山』バス

　停を新設し、『中ノ谷』バス停を廃止し

　ます。
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運　賃　大人 300 円／回　高校生以下 100 円／回　未就学児無料

運　行　毎週火曜日・木曜日・土曜日

運　休　祝日および８月 13 日～ 15日、12 月 31 日～１月３日
高津原のりあいタクシー時刻表

運　賃　100 円／回　未就学児無料

運　休　毎週日曜日および祝日、12 月 31 日～１月３日
市内循環バス時刻表

市内循環バス・高津原のりあいタクシー　時刻表

①　鹿島バスセンター 7：55 9：10 14：35

②　鹿島新町（織田病院前） 7：56 9：11 14：36

㉔　高木眼科前 ↓ 9：12 14：37

㉓　御神松 ↓ 9：13 14：38

㉒　西牟田西 ↓ 9：16 14：41

㉑　西牟田（別府整形外科前） ↓ 9：17 14：42

③　公園入口（佐賀西信用前） 7：57 9：18 14：43

④　幸通り 7：57 9：18 14：43

⑤　道場前 7：58 9：19 14：44

⑥　鹿島小学校前 7：59 9：20 14：45

⑦　体育館前 8：00 9：21 14：46

⑧　西部中学校前 8：01 9：22 14：47

⑪　農協前 8：04 9：25 14：50

⑫　行成 8：08 9：29 14：54

⑬　ララベル 8：11 9：32 14：57

⑭　ドラモリ・コメリ前 8：13 9：34 14：59

⑮　しめご橋 8：14 9：35 15：00

⑯　鹿島農協入口 8：14 9：35 15：00

⑰　小舟津 8：15 9：36 15：01

⑱　泉通り 8：16 9：37 15：02

⑲　鹿島市役所・エイブル前 8：17 9：38 15：03

⑳　鹿島・中川 8：18 9：39 15：04

③　公園入口（中川たねもの前） 8：19 9：40 15：05

㉑　西牟田（別府整形外科前） 8：20 9：41 15：06

㉒　西牟田西 8：21 9：42 15：07

㉓　御神松 8：24 9：45 15：10

㉔　高木眼科前 8：25 9：46 15：11

②　鹿島新町（織田病院前） 8：26 9：47 15：12

①　鹿島バスセンター 8：27 9：48 15：13

西　回　り

⑨　どんとこい前 8：02 9：23 14：48

⑩　　宿 8：04 9：25 14：50

①　鹿島バスセンター 10：10 13：35 15：35

②　鹿島新町（織田病院前） 10：11 13：36 15：36

㉔　高木眼科前 10：12 13：37 15：37

㉓　御神松 10：13 13：38 15：38

㉒　西牟田西 10：16 13：41 15：41

㉑　西牟田（別府整形外科前） 10：17 13：42 15：42

③　公園入口（佐賀西信用前） 10：18 13：43 15：43

⑳　鹿島・中川 10：19 13：44 15：44

⑲　鹿島市役所・エイブル前 10：20 13：45 15：45

⑱　泉通り 10：21 13：46 15：46

⑰　小舟津 10：22 13：47 15：47

⑯　鹿島農協入口 10：23 13：48 15：48

⑮　しめご橋 10：23 13：48 15：48

⑭　ドラモリ・コメリ前 10：24 13：49 15：49

⑬　ララベル 10：26 13：51 15：51

⑫　行成 10：29 13：54 15：54

⑨　どんとこい前 10：35 14：00 16：00

⑧　西部中学校前 10：36 14：01 16：01

⑦　体育館前 10：37 14：02 16：02

⑥　鹿島小学校前 10：38 14：03 16：03

⑤　道場前 10：39 14：04 16：04

④　幸通り 10：40 14：05 16：05

③　公園入口（中川たねもの前） 10：40 14：05 16：05

㉑　西牟田（別府整形外科前） 10：41 14：06 16：06

㉒　西牟田西 10：42 14：07 16：07

㉓　御神松 10：45 14：10 16：10

㉔　高木眼科前 10：46 14：11 16：11

②　鹿島新町（織田病院前） 10：47 14：12 16：12

①　鹿島バスセンター 10：48 14：13 16：13

東　回　り

⑩　　宿 10：32 13：57 15：57

⑪　農協前 10：32 13：57 15：57

①　蟻尾山

②　かんらん

8：30 9：15 10：00 10：45 13：00

8：33 9：18 10：03 10：48 13：03

③　旭ヶ岡保育園前

④　旭ヶ岡団地

8：34 9：19 10：04 10：49 13：04

8：36 9：21 10：06 10：51 13：06

⑤　体育館前

⑥　田澤記念館

8：38 9：23 10：08 10：53 13：08

8：40 9：25 10：10 10：55 13：10

⑦　西峰団地

⑧　旧公民館前

8：43 9：28 10：13 10：58 13：13

8：45 9：30 10：15 11：00 13：15

⑨　犬塚病院

⑩　ピオ・かたらい

8：48 9：33 10：18 11：03 13：18

8：50 9：35 10：20 11：05 13：20

⑪　織田病院

⑫　別府整形外科

8：51 9：36 10：21 11：06 13：21

8：54 9：39 10：24 11：09 13：24

⑬　モリナガ

⑭　高木眼科前

⑮　鹿島駅前

8：56 9：41 10：26 11：11 13：26

8：58 9：43 10：28 11：13 13：28

9：00 9：45 10：30 11：15 13：30

高津原線（往路） １便 ２便 ３便 ４便 ６便

⑮　鹿島駅前

⑭　高木眼科前

11：30 13：45 14：30

11：32 13：47 14：32

⑬　モリナガ

⑫　別府整形外科

11：34 13：49 14：34

11：36 13：51 14：36

⑪　織田病院

⑩　ピオ・かたらい

11：39 13：54 14：39

11：40 13：55 14：40

⑨　犬塚病院

⑧　旧公民館前

11：42 13：57 14：42

11：45 14：00 14：45

⑦　西峰団地

⑥　田澤記念館

11：47 14：02 14：47

11：50 14：05 14：50

⑤　体育館前

④　旭ヶ岡団地

11：52 14：07 14：52

11：54 14：09 14：54

③　旭ヶ岡保育園前

②　かんらん

①　蟻尾山

11：56 14：11 14：56

11：57 14：12 14：57

12：00 14：15 15：00

高津原線（復路） ５便 ７便 ８便

全
区
間
フ
リ
ー
乗
降
車

全
区
間
フ
リ
ー
降
車

全
区
間
フ
リ
ー
乗
降
車

全
区
間
フ
リ
ー
降
車

❖１０月１日から時刻表変更です。９月までは現行の時刻表で運行します。
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情報掲示板ワイド

お
知
ら
せ

グリーンスローモビリティの
　　　　　　実証運行試験を行います

 ラムサール条約登録湿地である『肥前鹿島干潟』は、２０１５年の登録以降国内外からの個人旅行客が増加してい

ますが、肥前鹿島駅から登録地までの公共交通機関がないことから、リピーターが少ないといった課題があります。

　また、『２０５０年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラル、脱炭素社会の実

現』という国の方針があります。こうした地域が抱える交通課題と脱炭素の課題を同時に解決に向けて進めて行かな

ければなりません。

　市ではこれら課題の解決手段として『グリーンスローモビリティ』の導入を計画しており、その実証運行試験を行

います。グリーンスローモビリティは時速２０km以下で走行し、二酸化炭素を排出しない次世代型の交通手段です。

　以下の内容で実証運行試験を行います。ご協力をお願いします。

ラムサール条約推進室　☎０９５４（６３）３４１６詳しくは

①　蟻尾山

②　かんらん

9：00 10：30

9：05 10：35

③　旭ヶ岡保育園前

④　旭ヶ岡団地

9：06 10：36

9：08 10：38

⑤　体育館前

⑥　田澤記念館

9：10 10：40

9：12 10：42

⑦　西峰団地

⑧　旧公民館前

9：18 10：48

9：20 10：50

⑨　犬塚病院

⑩　ピオ・かたらい

9：25 10：55

9：28 10：58

⑪　織田病院

⑫　別府整形外科

9：29 10：59

9：34 11：04

⑬　モリナガ

⑭　高木眼科前

⑮　鹿島駅前

9：37 11：07

9：40 11：10

9：45 11：15

高津原線（往路） １便 ２便

全
区
間
フ
リ
ー
乗
降
車

全
区
間
フ
リ
ー
降
車

⑮　鹿島駅前

⑭　高木眼科前

12：45 14：15

12：50 14：20

⑬　モリナガ

⑫　別府整形外科

12：53 14：23

12：56 14：26

⑪　織田病院

⑩　ピオ・かたらい

13：01 14：31

13：02 14：32

⑨　犬塚病院

⑧　旧公民館前

13：05 14：35

13：10 14：40

⑦　西峰団地

⑥　田澤記念館

13：12 14：42

13：18 14：48

⑤　体育館前

④　旭ヶ岡団地

13：20 14：50

13：22 14：52

③　旭ヶ岡保育園前

②　かんらん

①　蟻尾山

13：24 14：54

13：25 14：55

13：30 15：00

高津原線（復路） ３便 ４便

全
区
間
フ
リ
ー
乗
降
車

全
区
間
フ
リ
ー
降
車

グ リ ス ロ 高 津 原 線 実 証 運 行  時 刻 表
実証試験期間　10月１日～11月６日

運　行　曜　日　月、水、金曜日

実証試験方法　

①高津原の乗り合いタクシーとして

　（現行の高津原線と同じルートで

　運行します）

②肥前鹿島駅と新籠海岸（ラムサー

　ル条約登録地）を結ぶ観光用交通

　手段として

③保育園、学校等の啓発教室時など

　のイベント試乗として

アンケートの実施

　使い心地、乗り心地といった感想

をぜひお聞かせ下さい

※乗車賃は無料です。

※荒天時は運休となります。その場

　合は、市のホームページまたは再

　耕庵タクシーのSNSでお知らせし

　ます。

　ベビーカー使用

者が安心して利用

できる場所や設備

（ エ レ ベ ー タ ー 、

鉄道やバスの車両

スペース等）を表

しています。この

マークがついているバスでは、ベビーカー

は折りたたまずに乗車することができます。

※走行環境によっては、折りたたみ、着席

　でのご乗車をお願いすることがあります

お
知
ら
せ

ご存知ですか？このマーク ～ベビーカーマーク～

企画財政課企画係　☎０９５４（６３）２１０１

詳しくは
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情報掲示板ワイド

お
知
ら
せ

９月２３日　観光列車『ふたつ星４０４７』
が運行を開始します！

 『西九州の海めぐり列車』というコンセプトのもと、有明海の水面に映える“パールメタリック”を基調とした

デザインの『ふたつ星４０４７』が毎週金・土・日・月曜日を中心に運行を開始します。

　日本一の干満差を誇る有明海など変化に富んだ『海』の“車窓”と『海』がもたらす“地域のおいしいもの”を

楽しめる観光列車となっています。列車を見かけたら、ぜひ列車に向けて手を振ってください！

　鹿島市観光協会　　☎０９５４（６２）３９４２

　肥前浜宿水とまちなみの会　☎０９５４（６９）８００４

詳しくは

肥前浜駅　着 11時６分／発 11時23分

武雄温泉～肥前浜～長崎コース　初運行歓迎イベント

　　　　　　 ★ ９月23日（金）★

鹿島市観光協会・水とまちなみの会等によるおもてなし

を行います。みなさんのご参加をお待ちしています。

　９月２３日、西九州新幹線開業に伴い、長崎本線（肥前山口（江北）～諫早）は上下分離され、普通列車は増

便となりますが、特急本数は上下１４本の運行となり、鹿島市にとって大きな転換点となります。

　佐賀県や沿線自治体との共催・連携により、各市町のさまざまな魅力を発信するとともに、長崎本線を大切に

し、利用の促進、未来へつなぐ思いを伝えるため、次のイベントを開催します。

　お子様連れでも、楽しめる催しを企画していますので、ぜひお越しください。

　また、特急かもめの見送り、新特急かささぎの出発式等も行います。どなたも参加できます。

　
　■８月31日～　ありがとう特急『かもめ』

　　　　　　　　鹿島駅構内に、長崎本線写真パネルやメッセージボードを設置しています。

　　　　　　　　ぜひ駅に足をお運びください。

　■９月22日（木）22時45分（上り）23時7分（下り）肥前鹿島駅　◇特急かもめ見送り（ラストラン）

　■９月23日（祝） 6時39分（上り）肥前鹿島駅　◇特急かささぎ出発式

　　　　　　　　　 8時58分（下り）肥前鹿島駅　◇特急かささぎ出迎え

　　　　　　　　　11時～17時　◇肥前鹿島駅周辺イベント … 来場者には記念品を進呈

　　　　　　　　　　　　　　　　【実施内容】・ふるさと鹿島PR大使任命式・ステージイベント

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・飲食関連ブース・スポーツ体験ブース・ラジオ生放送

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・記念撮影会・グリーンスローモビリティー試乗会　など

　　　　　　　　　17時～21時　◇中心市街地周辺イベント

　　　　　　　　　　　　　　　　【実施内容】レインボーライトアップ　など

　　　　　　　　　※実施内容は変更になる場合があります。

　　　　　　　　　※お越しの際は公共交通をご利用ください　

お
知
ら
せ

企画財政課企画係　

☎０９５４（６３）２１０１

詳しくはイベントの詳細は、こちらをご覧ください　➡
随時情報は更新します　　　　　　　

長崎本線全線開通８８周年
～ありがとう『かもめ』、ようこそ『かささぎ』～
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■窓口負担割合見直しに伴い保険証（被保険者証）を再交付します 

　後期高齢者医療制度の被保険者で、一定以上の所得がある方は、１０月１日から医療費の窓口負担割合が『２

割』になります。

　これに伴い、すべての被保険者の方に対し、９月中に、保険証を再交付します。

　今お持ちの保険証（紫色）の有効期限は、令和４年９月３０日までです。

　新しい保険証（オレンジ色）は、９月中に簡易書留でお送りしますので、１０月以降ご使用ください。

なお、今お持ちの保険証（紫色）は、９月３０日まで使用し、その後は、市保険健康課後期高齢者医療担当に返還

するか、裁断等をして確実に廃棄してください。

お
知
ら
せ

後期高齢者医療についてのお知らせ

令和４年９月30日まで 令和４年10月１日から令和５年７月31日まで

現在の保険証（紫色）を

使える期間

９月中に交付する保険証（オレンジ色）を

使える期間

保険証の有効期限にご注意ください

※詳しくは、保険証に同封のリーフレットをご覧ください

◎お願い

　新しい保険証（オレンジ色）が届きましたら、住所・氏名・性別・生年月日のご確認をお願いします。

　もし、記載内容に誤りがある場合は、市保険健康課後期高齢者医療担当までご連絡ください。

■窓口負担割合変更に伴う高額療養費の事前口座登録について 

　令和４年１０月１日から、７５歳以上の人などで一定以上の所得がある人は、医療費の窓口負担割合が２割にな

ります。

　２割負担となる人には、１カ月の外来医療の負担増加を1割負担のときと比べて、３,０００円までに抑える配慮

措置があります。

　また、２割負担となる人で高額療養費の口座が登録されていない人には、事前に口座登録をお願いするため、９

月下旬に申請書をお送りします。申請することで、高額療養費の支給対象となった場合に、登録された口座に後日

振り込みを行います。

【配慮措置が適用される場合の計算方法】 

　例：１カ月の医療費全体額が５０,０００円の場合

窓口負担割合１割のとき　①

払い戻し等　（③－④）

窓口負担増の上限　④

負担増　③ （②－①）

窓口負担割合２割のとき　②

　５,０００円

　２,０００円

　３,０００円

　５,０００円

１０,０００円 １カ月５,０００円の負担増を

３,０００円までに抑えます

　佐賀県後期高齢者医療広域連合　業務課給付係　☎０９５２（６４）８４７６

　市役所保険健康課　国保係　☎０９５４（６３）２１２０

詳しくは
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　ＳＡＧＡ２０２４に向けて自分の体力年齢を把握しませんか？記念の粗品を差し上げます。参加は無料です。お

早めに次の申込先まで申込ください。

お
知
ら
せ

ＳＡＧＡ２０２４　７２５日前記念体力テスト

と　　き　10 月 11 日（火）または 10 月 18 日（火）

時　　間　19 時～ 21時（受付時間：19 時～ 20 時頃）

内　　容　１時間程度で基礎的な６種目のテストを行います

場　　所　鹿島市民体育館

対　象　者　20 歳から 64歳の市民

申　込　先　市役所生涯学習課または各地区公民館

　　　　　に申込ください

申込期限　10 月７日（金）

　生涯学習課スポーツ係

　☎０９５４（６３）２１２５

詳しくは

※アクティブ・チャイルド体験教室

　　子どもたちが楽しみながら積極的に体を動かす教室を実施します。子どもが発達段階に応じて体の動きを身に

　つけておくことはとても大切です。ぜひご参加ください。

◉アクティブ・チャイルド体験教室

と　　き　10 月７日（金）～ 11月４日（金）

　　　　　毎週金曜日　18 時～ 19時　【全５回】

場　　所　鹿島市民体育館

対　　象　４歳～小学２年生（20 人程度）

参　加　料　2,000 円（保険料を含む）

締　　切　10 月２日（日）※参加料を添えて

◉アーチェリー体験教室

と　　き　10 月 23 日（日）～ 11 月 27 日（日）※11/6 を除く

　　　　　毎週日曜日　９時30分～11時30分　【全５回】

場　　所　古枝林業体育館及び市民武道館

内　　容　アーチェリーの楽しさを体験する

対　　象　小学１年生～大人（10 人程度）

参　加　料　2,000 円（保険料を含む）

締　　切　10 月 16 日（日）※参加料を添えて

　スポーツライフ・鹿島事務局（鹿島市体育協会内）　☎０９５４（６２）３３７９申請・問合せ先

募
　
集

スポーツライフ・鹿島からの募集のお知らせ

　企画財政課広報 ICT 係　☎０９５４（６３）２１１４詳しくは

　令和４年１０月１日現在で、就業構造基本調査を実施します。

　この調査は就業の状況や働き方の形態等について５年ごとに全国一斉で実施されるもので、今年がその実施年

に当たります。調査対象に選出された地域では、９月上旬から担当調査員が準備調査のために各世帯を訪問しま

すので、ご協力をお願いします。

お
知
ら
せ

就業構造基本調査のお知らせ

鹿島地区

北鹿島地区

浜地区

古枝地区

能古見地区

七浦地区

高津原・西牟田・横田・納富分・行成・執行分・小舟津の一部

下浅浦・筒口・本城の一部

下古枝・久保山の一部

新方・中町の一部

中村・井手の一部

大宮田尾の一部

調 査 対 象 地 域

　企画財政課広報 ICT 係　☎０９５４（６３）２１１４詳しくは
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　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援す

るために、年金に上乗せして支給されるものです。

　受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が実施します。

お
知
ら
せ

　市民課市民年金係　☎０９５４（６３）２１１７詳しくは

年金生活者支援給付金制度について

対　　象　以下の要件をすべて満たしている人

　老齢基礎年金を受給している人

　⦿65歳以上

　⦿世帯員全員が市町村民税非課税

　⦿年金収入額とその他所得額の合計が881,200円以下

　障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人

　前年の所得額が4,721,000円以下

請求手続き

❖新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる人

　対象となる人には、令和４年９月頃から順次、日

　本年金機構から簡易な年金生活者支援給付金請求

　書（はがき型）が届きます。必要事項を記入し、

　提出してください。

❖年金を受給しはじめる人

　年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区

　町村で手続きをしてください。

日本年金機構や厚生労働省から口座番号をお聞きし

たり、手数料などの金銭を求めることはありません。

日本年金機構や厚生労働省を装った

　　不審な電話や案内にご注意ください！

日本年金機構や厚生労働省を装った

　　不審な電話や案内にご注意ください！ 請求手続きなどでお困りになったときには、お電話ください。

専用ダイヤル　☎０５７０（０５）４０９２【ナビダイヤル】

検索年 金 給 付 金

お
知
ら
せ

 水防法に基づき、『想定し得る最大規模の高潮』の前提条件が見直され、令和４年３月に有明海沿岸の高潮浸水

想定区域が見直されましたのでお知らせします。

 新しい高潮浸水想定区域については、市のホームページの他、防災マップ（Web版）でも

確認できます。

 なお、今回新たに追加された浸水継続時間については、防災マップ（Web版）には対応して

おりませんので、市ホームページなどからPDFファイルをダウンロードしてご確認ください。

　詳しい内容については、お尋ねいただくか、市ホームページをご覧ください。

　総務課防災係　☎０９５４（６３）２１１２詳しくは

高潮浸水想定区域の見直しについて

↑WEB 版防災マップ

　はこちら

　現在、北鹿島・大字高津原・大字納富分・大字重ノ木の一部区域で下水道が使えるようになっています。

　鹿島市の未来に豊かな自然を残すためにも、ぜひ下水道への接続をお願いします。なお、排水設備の工事につい

ては、市の指定工事店へお問い合わせください。

お
知
ら
せ

９月１０日は『下水道の日』

　環境下水道課下水道係

　☎０９５４（６３）３４１６

詳しくは

■下水道の役割

　海や川の汚染原因の７０％は家庭の台所での炊事や

洗濯・入浴などの『生活排水』だといわれています。

　下水道は、トイレだけでなく、これらの『生活排

水』も下水道管を通して集め、浄化センターできれい

にして海へ流しています。

■下水道は、くらしと環境を守ります

　⦿生活環境が改善されます

　　悪臭やハエなどの発生を防ぎます。溝掃除も楽に

　　なります。

　⦿水洗トイレが使えます

　　掃除等のお手入れが簡単で、お年寄りや子どもも

　　安心して使えます。
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募
　
集

　出願手続き等の詳細はお問い合わせください。

入試区分　①一般入試　②社会人入試　③施設推薦入試

募集人員　①～③合わせて 40 人

受験資格

　①中学校卒業（見込み）以上の者

　②高等学校を令和３年３月以前に卒業の者

　③医療・福祉施設に継続勤務１年以上で施設長（医師）

　　の推薦がある高校卒業の者

出願期間　10 月３日（月）～ 13 日（木）

入　試　日　10 月 16 日（日）

合格発表　10 月 20 日（木）

試験科目　

　①　国語、数学、個人面接

　②③基礎学力検査（簡単な作文・漢字・計算）、

　　　個人面接

今後の入試日　

　令和４年 12 月 17 日（土）

　令和５年 1 月 29 日（日）

　令和 5 年 3 月 4 日（土）

鹿島看護学校　令和５年度生徒募集

　　　　　〒８４９－１３１１　鹿島市大字高津原８１３番地

　鹿島看護学校　☎０９５４（６３）３９６９

　※詳しくはホームページをご覧ください

問合せ先

鹿島看護学校 検索

お
知
ら
せ

防災無線（告知放送受信機）の
　　　　　　　電池は切れていませんか

 　防災無線（告知放送受信機）について、設置から数年が経過し、電池切れとなっている状態の場合があります。

その場合は、機械右上にある緑色のランプが点滅して、お知らせするように

なっていますので、点検し、必要に応じて電池の交換をお願いします。

　なお、電池切れの状態でもコンセントが入っていれば、放送を受信すること

ができますが、台風などで停電した時は放送を受信することができません。

　詳しくは、鹿島市防災マップ裏面の簡易取扱説明をご覧ください。

　総務課防災係　☎０９５４（６３）２１１２詳しくは

　ドコモショップ鹿島店　☎０８０（１５３３）８４７１

　協力：鹿島市（この講座は総務省令和４年度デジタル活用支援推進事業によるものです）

申込・問合せ先

お
知
ら
せ

　マイナンバーカードをまだ申請していない人、ご自分のスマートフォンで申請してみませんか。

■講座日程

　９月14日（水）10時～11時　古枝公民館

　９月15日（木）10時～11時　かたらい中会議室

　９月20日（火）10時～11時　七浦公民館

　９月21日（水）10時～11時　北鹿島公民館

　９月22日（木）10時～11時　かたらい中会議室

　９月28日（水）13時～14時　能古見公民館

　９月29日（木）10時～11時　浜公民館

　また、10月『健康保険証利用の登録・公金受取口座の登録』、11月『マイナポータルの活用方法』、12月『マ

イナポイントの予約・申込方法』の講座を各地区で開催予定です。詳しくはその月の市報をご覧ください。

マイナンバーカード申請講座を開催します

※参加無料

※お住まいの地区以外での会場でも受講できます

※講座はドコモショップ鹿島店が講師をされますが、

　ドコモ以外の人ももちろん受講できます

※持ってくるもの

　・マイナンバーカード交付申請書（QRコードつき）

　・スマートフォン（お持ちの人のみ）

❖マイナンバーカードを新規取得し、マイナポイント（最大２０,０００円）を取得するには９月３０日までにマ

　イナンバーカードの申請をする必要があります。申請を希望する人はお急ぎください
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◉基本計画を策定しました！　

　全体構想から基本計画の策定に至るまでには、多くの市民の皆さん

にご協力いただきました。

　説明会や市民参加のワークショップなどで計画づくりに参加された

皆さんの意見を基に、専門家や交通事業者との協議を重ね、令和４年

６月に『ＪＲ肥前鹿島駅周辺整備基本計画』を策定しました。基本計

画における施設配置図は以下のとおりです。

（※基本計画の本編は、市ホームページでご確認ください）

◉佐賀県と鹿島市が協働して推進しています！
　JR肥前鹿島駅周辺整備事業は、県と市が共同事務局として進めています。令和４年２月に佐賀県知事から『構

想の核となる駅舎やロータリーは、県が整備を行い、構想の推進を後押しします。』という表明がありました。今

後は、県に基本設計の核となる部分を担ってもらいながら、肥前鹿島駅周辺整備事業の実現に向けてより一層取り

組んでいきます。市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

詳しくは 鹿島駅前周辺整備推進室（都市建設課）　☎０９５４（６３）３４１５

ＪＲ肥前鹿島駅周辺整備について
～人と自然がつながる 私たちの“まちの駅”～

市民参加のワークショップ
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紺綬褒章伝達式 

エスティ工業株式会社 様

　８月８日、子育てや新市民会館建設のため、市への多額の寄附を

いただき、市政へ多大な貢献をされた功績に対して、国から紺綬褒

章が授与されました。

　この日、エスティ工業株式会社代表取締役社長 里 民則様への伝

達式を行いました。

エスティ工業株式会社 様

　８月８日、子育てや新市民会館建設のため、市への多額の寄附を

いただき、市政へ多大な貢献をされた功績に対して、国から紺綬褒

章が授与されました。

　この日、エスティ工業株式会社代表取締役社長 里 民則様への伝

達式を行いました。

東亜工機株式会社 様

　８月８日、新市民会館建設のため、市への多額の寄附をいただき、

市政へ多大な貢献をされた功績に対して、国から紺綬褒章が授与さ

れました。

　この日、東亜工機株式会社代表取締役社長 光武 渉様への伝達式

を行いました。

東亜工機株式会社 様

　８月８日、新市民会館建設のため、市への多額の寄附をいただき、

市政へ多大な貢献をされた功績に対して、国から紺綬褒章が授与さ

れました。

　この日、東亜工機株式会社代表取締役社長 光武 渉様への伝達式

を行いました。

ラムサール条約推進室　☎０９５４（６３）３４１６

詳しくは

３年後の鹿島も守る酒～ごえん～販売開始

　本市では毎年起こる災害から地域を守るため、人工物になるべく頼ら

ない自然環境を活かした地域づくりを行っています。

　２０２２年。使われておらず荒れてしまっていた田んぼを復活させる

ことで自然環境を守る取り組みを実施しました。

　鹿島市に多くある棚田は災害時に土砂災害を防ぐ自然のダムとして機

能します。

　今回、本市のSDGｓの取り組みに賛同している矢野酒造、馬場酒造場

が鹿島市を災害から守るお米を使った日本酒を作りました。

江戸時代から恵まれた自然を活かした酒造りをしてきた鹿島市の環境を

未来へと繋ぐお酒です。売上の一部は有明海を保全するための基金へ寄

附されます。

『それ大丈夫？！』　詐欺にご注意ください

□最近の詐欺の手口

・パソコンを使用している時に突然画面に『ウィルスに感染しました。除去するために連絡をして』と表示　⇒　それ詐欺！

・あなたの通帳やカード（キャッシュカードやクレジットカード）が犯罪に使われているので確認に来る　⇒　それ詐欺！

・出会い系アプリで知り合い、メールアドレス交換をした異性から、投資話を持ちかけられた　⇒　それ詐欺！

鹿島警察署生活安全課　☎０９５４（６３）１１１１詳しくは
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く ら し
の９月

September

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5月生まれ）

１歳６か月児健診

（令和3年2月生まれ）

３歳６か月児健診

（平成31年2月生まれ）

28 日（水）

29 日（木）

15 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）

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

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

日 在宅当番医 所在地

谷口医院　　　　　☎０９５４（６６）３５６８

樋口医院　　　　　☎０９５４（４３）１６５２

村山小児科　　　　☎０９５４（６３）１１５８

うれしのふくだクリニック　☎０９５４（４２）１２１１

13日

6日

20日

27日

嬉野市

嬉野市

鹿島市

嬉野市

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

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

母子健康手帳交付 14・21・28 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 22 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 4 年 7 月生まれ　　　　　 （通知に記載）

赤ちゃん相談 21 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） 13 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  ※持参品：バスタオル等　

離乳食教室（後期） 27 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導　　　　   ※持参品：バスタオル等
対　象　8 ～ 10 か月児の保護者　　　　  

16 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９月・令和２年２月生まれ（希望者のみ）

２歳児フッ化物塗布 29 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 9 月生まれ（希望者のみ）

成人健康相談 14 日（水） ９時30分～10時30分
内　容　血圧測定、身体測定、検尿、健康相談
対　象　成人

２歳６か月児・３歳児フッ化物塗布
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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

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

3 日（土）
4 日（日）

10 日（土）
11 日（日）
17 日（土）
18 日（日）
19 日（祝）
23 日（祝）
24 日（土）
25 日（日）

鹿島設備工業所　　　☎（６３）３２２８
大隈設備工業　　　　☎（６２）１３０２
マツモト　　　　　　☎（６３）１８４１
中尾建設　　　　　　☎（６２）９２５７
植松建設　　　　　　☎（６２）３５２６
山中鉄工　　　　　　☎（６３）３３４１
宮園電工　　　　　　☎（６３）３１５１
鹿島工設　　　　　　☎（６３）１３２３
山口工業　　　　　　☎（６０）４０７４
佐賀庭苑　　　　　　☎（６２）８８１６

日 在宅当番医 当番薬局

森田医院　☎（６３）３９５６4 日（日） 西牟田薬局

西岡内科クリニック　☎（６３）４０９０11 日（日） 前山薬局

織田病院　☎（６３）３２７５18 日（日） 祐信堂薬局

納富病院　☎（６３）１１１７19 日（祝） なごみ薬局

薬師寺医院　☎（６３）５２８１23 日（祝） アルナ薬局浜町店

犬塚病院　☎（６３）２５３８25 日（日） アルバ薬局

令和４年７月３１日現在

鹿島市
－

4 人能古見

－浜

北鹿島

－

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

27,950

13,433

3,251

2,803

2,615

3,316

2,532

13,204

14,746

10,875

5,499

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

20 人 13 世帯

－ 18 人 6 世帯

1,152 世帯 3 世帯

1,016 世帯

1,265 世帯

1,014 世帯

929 世帯

2 人

6 人

16 人

10 人

14 人

6 人

11 世帯

1 世帯

4 世帯

0 世帯

－

－

市役所
保健センター

3・10・17・24 日（土）、
4・11・18・25 日（日）、
19・23 日（祝）

休館日はありません

6・13・20・27 日（火）、
19・23 日（祝）

市民交流プラザ
（かたらい）

子育て支援センター
（わ・わ・わ ぽっと）

生涯学習センター
（エイブル）

市民図書館

陸上競技場・市民球場・
社会体育館

産業活性化施設
（海道しるべ）

5・12 日（月）
16 日（金）～ 30 日（金）

市ではＬＩＮＥによるイベント情報などの
配信を行っています（友だち追加用ＱＲコード）
LINEホームページ　https://line.naver.jp/

5・12・26 日（月）、
20 日（火）

6・13・20・27 日（火）

5・12・26 日（月）、
20 日（火）、24 日（土）

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　12・1・2 月　11 時～

❖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

－

干潟交流館
（なな海）

5・12・26 日（月）、
20 日（火）



新型コロナウイルス感染症対策

❖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回目接種の対象者は６０歳以上の人、基礎疾患を有する人、医療従事者・高齢者施設・障がい者施設従事

者などです。特に高齢者は、感染した場合に重症化するリスクが高いため、４回目接種をご検討ください。

　希望する人で申し込みがまだの人は、下記のQRコードを携帯電話やスマホで読み込んで申し込みいただく

か、電話や窓口にてお申し込みください。（６０歳以上の人は申し込み不要です）

・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９月は主にファイザー社ワクチンを使用します

　（ただし、状況によりモデルナ社ワクチンも使用します）

家庭内感染予防のためにできること家庭内感染予防のためにできること

家庭内に感染が疑われる人がいない場合

◆家庭内にウイルスを持ち込まないために、帰宅

　したらすぐ手を洗いましょう。

◆持ち物の中で一番汚れているのは携帯電話やス

　マホです。家に帰ったら除菌シートなどで拭く

　とよいでしょう。

◆会話の際には、お互いにツバや飛沫を飛ばし合

　わないように気を付けましょう。

　また、咳やくしゃみが出そうなときは『咳エチ

　ケット』を忘れずに行いましょう。

◆トイレは蓋を閉めてから、水を流すようにしま

　しょう。

◆食事や調理の前、トイレの後など適切なタイミ

　ングで手洗い、アルコール消毒を行いましょう。

家庭内に感染が疑われる人がいる場合

◆食事や寝るときなど、部屋を分けましょう。部屋を分けられない場合は、少なくとも２ｍ以

　上の距離を保ちましょう。

◆感染者のお世話はできるだけ限られた人で。

◆マスクをつけましょう。使用したマスクはほかの部屋に持ち出さないでください。マスクの

　表面には触れないようにしてください。マスクを外した後は必ず石けんで手を洗いましょう。

◆こまめに手を洗いましょう。洗っていない手で目や鼻、口などを触らないようにしてください。

◆共有スペースや他の部屋も窓を開けるなど換気をしましょう。

◆物に付着したウイルスはしばらく生存します。ドアの取っ手、ノブ、ベッド柵など、手で触

　れる共有部分を消毒しましょう。

◆汚れた衣服やタオルを取り扱う際は、手袋とマスクをつけ、一般的な家庭用洗剤で洗濯し、

　完全に乾かしてください。

◆鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、室外に出すときは密閉して捨ててくださ

　い。その後直ちに手を洗いましょう。

４回目接種について４回目接種について

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

基礎疾患の一覧

　対象者や接種間隔の詳細については、まだ国から示されていませんが、接種開始となった場合に備えて準備

をしているところです。国から詳細が示されましたら、お知らせします。

オミクロン株対応ワクチンについてオミクロン株対応ワクチンについて
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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63回佐賀県吹奏楽大会

　開　催　日　７月 23 日（佐賀市文化会館）

　　金賞　西部中吹奏楽部

◇佐賀県中学校総合体育大会

　《男子ソフトテニス》

　開　催　日　７月 23 ～ 24 日（唐津東高等学校中学校テニスコート）

　　【ダブルス】　優勝　川浪　孝太郎（西部中２年）、

　　　　　　　　　　　松尾　航希（西部中２年）

　　【団体の部】　２位　西部中男子ソフトテニス部

　《女子バレーボール競技》

　開　催　日　７月 24 ～ 25 日（SAGA サンライズパーク SAGA プラザ）

　　２位　西部中女子バレーボール部

　❀西部中女子バレーボール部は、九州大会で３位になり、

　　８月 19 ～ 22 日に、秋田県で開催された全国大会に出

　　場しました

　《女子ソフトボール競技》

　開　催　日　７月 23 ～ 24 日（天徳の丘運動公園）

　　２位　西部中女子ソフトボール部

　《陸上競技》

　開　催　日　７月 17 日（SAGA スタジアムほか）

　【男子 3,000ｍ】　２位　岩下　瑛祐（西部中３年）

　【女子走高跳】　３位　松浦　心花（西部中３年）

　《水泳競技》

　開　催　日　７月 16 ～ 17 日（SAGA アクア）

　【女子 50ｍ自由形】　３位　島　七海（西部中２年）

　【女子 100ｍバタフライ】　３位　島　七海（西部中２年）

◇第48回全日本空手道連盟剛柔会 全国空手道選手権大会

　開　催　日　７月 16 ～ 17 日（横浜武道館）

　　優秀賞　馬場　海星（長崎国際大学４年）

◇ＪＡ杯第37回佐賀新聞学童オリンピック大会

　《なぎなた競技》

　開　催　日　７月２日（大和勤労者体育センター）　

　【団体の部】　

　　優勝　濵本　あみか（明倫小６年）、大谷　実穂（明倫小６年）

　　２位　濵本　まりか（明倫小４年）

　【演技競技 ５～６年生の部】

　　優勝　濵本　あみか（明倫小６年）、大谷　実穂（明倫小６年）

　【試合競技 ５～６年生の部】

　　優勝　大谷　実穂（明倫小６年）

　　２位　濵本　あみか（明倫小６年）

　【演技競技 １～４年生の部】

　　２位　濵本　まりか（明倫小４年）

　【試合競技 １～４年生の部】

　　２位　濵本　まりか（明倫小４年）

　《男子ソフトテニス競技》

　開　催　日　６月 18 日（佐賀市立テニスコート）　

　【団体の部】　

　　３位　森島　漣（明倫小５年）、宮﨑　啓（明倫小６年）

◇第42回佐賀県ジュニア水泳競技大会

　開　催　日　７月 23 ～ 24 日（SAGA アクア）

　11 ～ 12 歳男子【50m 自由形】　

　　優勝　井上　大志（西部中１年）

　11 ～ 12 歳男子【４×50ｍメドレーリレー】　

　　２位　小池　颯馬（鹿島小６年）、田中　優太朗（明倫小６年）、

　　　　　森　凰丞（北鹿島小６年）、井上　大志（西部中１年）

　11 ～ 12 歳混成【４×50ｍフリーリレー】　

　　３位　小池　颯馬（鹿島小６年）、島　青葉（西部中１年）、

　　　　　蕪尻　桃華（西部中１年）、井上　大志（西部中１年）

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請について

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、困難に直面した人が速やかに支援を受けられるよう国の

経済対策による給付金を支給しています。申請書受付期限は下記のとおりですので該当される世帯の人は手続

きをお願いします。

対　象　者　令和３年度または新たに令和４年度住民税が非課税の世帯（一部支給要件有り）

　　　　　※対象世帯には令和４年２月、７月に申請書類を送付しています

給付金額　１世帯10万円

申請方法　対象世帯へ送付した確認書類に必要事項を記入のうえ、福祉課窓口へご提出ください

申請期限　令和４年９月 30 日（金）
　福祉課社会福祉係　☎０９５４（６３）２１１９詳しくは
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みんなで祝いましょう

敬老の日
　多年にわたり家族や地域社会に尽くしていただいたお年寄りを

敬愛し、長寿を祝う日として『敬老の日』が定められています。

 この日を契機として、皆さん一人ひとりがさまざまな高齢者の

問題を身近なこととして理解しましょう。

　そして、だれもが生きがいを持ち健康で安心して生活できる豊

かな長寿社会を目指しましょう。

□関連事業

　高齢者の健康と長寿を祝って次の事業を行います。

　敬老祝金と敬老祝品の贈呈

　　［　国　］　今年度で１００歳になる人に祝状と

　　　　　　　祝品を贈ります。

　　［鹿島市］　今年度で８８歳になる人と１００歳

　　　　　　　以上の人に祝金を贈ります。

　　※市内に１年以上かつ９月１日に住所を有する

　　　人が対象です。
　保険健康課長寿社会係　☎０９５４（６３）２１２０

　地域包括支援センター　☎０９５４（６３）２１６０

高齢者福祉に関する相談・問合せ先

□敬老行事

　９月に各地区で予定していた敬老会は、新

型コロナウイルス感染症対策として、健康と

安全を第一に考え、開催を中止することにな

りました。

敬老会の開催中止のお知らせ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

～ごみ分別のおたずねより～～ごみ分別のおたずねより～

　環境下水道課環境係　☎０９５４（６３）３４１６詳しくは

『かん』と『ペットボトル』の分別について

■Ｑ１．『かん』と『ペットボトル』を市指定ごみ袋に入れて出すとき『汚れを落とす』、『つぶさ

　ないで』としているのはなぜでしょうか？

　①ごみステーションから収集後、圧縮機にかけます。つぶれていたり、汚れが付着していたりすると圧縮が

　　うまくいかないため、洗ってからつぶさないで出していただくようお願いしています。

　②『ペットボトル』本体に、マジックなどで文字や絵が描かれている場合や切り込みが入っていたり、切　

　　られていたりしても、圧縮がうまくいきません。

　③つぶれている、汚れが取れない『かん』→　もえないその他の袋

　　つぶれている、切っている、イラストや文字を描いている『ペットボトル』→　もえるごみの袋

　　に入れてください。

■Ｑ２．『ペットボトル』は、ラベルとキャップをはずしてごみ袋に入れるのはなぜですか？

　①材質が異なるため、はずして出すようお願いしています。

　②ラベルとキャップは、プラスチック・ビニール類の袋に入れてください。汚れている場合は、もえるごみ

　　の袋に入れてください。

　③キャップは市内小中学校、保育園、社会福祉協議会、子育て支援センター、市役所などで社会貢献のため

　　の収集が実施されています。

ＧＯＭＩのこばなしＧＯＭＩのこばなし
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学 校 だ よ り

七浦小学校音成分校

No.304

谷所分校との交流

干潟体験をする子ども達

　昨年度より、縁あって嬉野市の五

町田小学校谷所分校との交流を行っ

ています。

　初年度となった昨年度は、広用紙

にまとめた手紙や学校紹介のＤＶＤ

を送り合うことを含めて、合計３回

の交流を実施しました。

　１回目は５～６月。谷所分校の児

童からの手紙 ( 広用紙 ) とプレゼン

トを受け取ったことから始まりまし

た。自分達と同じように分校に通っ

ている友達が他にもいるということ

を知り、何かお返しができないだろ

うかと話し合い、自己紹介の手紙

( 広用紙 ) と学校紹介のＤＶＤを作

成して送りました。

　２回目は７月。谷所分校の友達を

音成分校へ招待し、近くの海浜公園

に行って七浦ならではの干潟体験を

したり、音成分校の校舎内を探検し

た後に一緒に遊んだりしました。

　３回目は１１月。谷所分校から招

待してもらい、すぐそばにある八天

神社を散策したり、あつあつの焼き

芋を輪になって食べたりしました。

　交流を通して、お互いのまちや学

校の様子を知ることができ、新しい

発見があったり改めて自分の学校の

良さに気づけたりと、たくさんの学

びがありました。

　今年度は、手紙でお互いの自己紹

介をし合う１回目の交流まで実施し

ています。今後、どのような交流が

できるか、子ども達はもちろん、担

任もとても楽しみにしています。

合理的配慮とは？
～９月は『障がい者雇用支援月間』です～

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

　合理的配慮とは、障がいのある
人が、障がいのない人と同様に社
会活動に参加し、自分らしく生き
ていくために、一人ひとりの特徴
や場面に応じて発生する困難さを
取り除くための、個別の調整や変
更のことです。
　２００６年に国連総会で採択さ
れた『障害者の権利に関する条
約』第２条で以下のように定義さ
れています。『障がい者が他の者
との平等を基礎として全ての人権
及び基本的自由を享有し、または
行使することを確保するための必
要かつ適当な変更及び調整であっ
て、特定の場合において必要とさ
れるものであり、かつ、均衡を失

した又は過度の負担を課さないも
のをいう。』
　日本でも、この条約の批准にあ
たって、『障害者雇用促進法』の
改正や『障害者差別解消法』の施
行がなされ、企業等の事業者に対
して合理的配慮の提供義務が課さ
れました。ここで重要なのは、
『合理的配慮の否定』も『障がい
に基づく差別』であると定義され
たことです。つまり、『障がいの
ある人に必要な配慮を、できるの
にやらないことは、差別だ』とい
うことが明確に示されたわけです。
 具体的には、肢体不自由で車椅
子を利用している人が、身体に負
担がかからないように、机や椅子

の位置や高さ、作業場の動線を調
整したり、知的障がいがある人に
作業の手順や内容を図などで表し
たマニュアルにして、業務を理
解・習得しやすくしたりするなど
です。それには、障がいのある人
と周りの人々が、『お互いにとっ
て過ごしやすい環境を作るにはど
うしたらよいか』を話し合うこと
が必要です。障がいのある人に対
する合理的配慮を考えることは、
障がいのある人だけでなく、同じ
職場で働く他の人にとっても過ご
しやすい職場環境を考えるきっか
けになるのではないでしょうか。

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

差別はね　あいてを知れば　なくなるよ　　松本　こあ（浜小６年）

右拳　　　その手をゆるめ　手を結ぶ　　　原口　大悟（西部中３年）

※学年は令和３年度人権標語
紹　介
人権標語
紹　介
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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

食事をおいしく、バランスよく

　主食・主菜・副菜は、健康な食事の第一歩で

す。毎日の食事で、主食・主菜・副菜を組み合

わせて食べましょう。

　⦿毎日プラス一皿の野菜

　　大人が１日に必要な野菜の摂取量は３５０

　グラム。これは日本人の平均摂取量に、もう

　一皿加えた量に相当します。

　⦿おいしく減塩１日マイナス２グラム

　　だし、柑橘類、香辛料などを使って、おい

　しく減塩しましょう。

　⦿毎日のくらしにwithミルク

　　カルシウムとたんぱく質がバランスよく含

　まれる牛乳、乳製品を摂りましょう。

９月は食生活改善
　　　普及運動月間です
９月は食生活改善
　　　普及運動月間です

　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　９月 16 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　９月９日（金）

食改さんの料理教室食改さんの料理教室

研修コース　基礎研修コース（３日間）

　　　　　①初任者対象　10月23日（日）、11月3日（木・祝）

　　　　　②経験者対象　11 月 23 日（水・祝）

　　　　　指導力向上研修コース（各１日間）

　　　　　Ａコース　12 月 11 日（日）

　　　　　Ｂコース　令和５年１月 15 日（日）

定　　員　各コース 50 人

対　　象　医師、保健師、管理栄養士、看護師（保健指導経験者）

会　　場　佐賀メディカルセンタービル

受　講　料　無料

申込期間　基礎研修①　９月 20 日（火）～ 10月 11 日（火）

　　　　　基礎研修②　10 月 24 日（月）～ 11 月 10 日（木）

　　　　　指導力向上研修Ａ　11 月７日（月）～ 12月１日（木）

　　　　　指導力向上研修Ｂ　１2月 12 日（月）～１月５日（木）

申込方法　財団ホームページから申込ください

　　　　　※ＦＡＸの場合は、送信の旨をお知らせください

佐賀県健康づくり財団

☎０９５２（３７）３３０１

申込・問合せ先

特定保健指導研修受講者募集特定保健指導研修受講者募集

　　　　　水痘（水ぼうそう）は、水痘帯状疱疹

ウイルスの感染によって起こる感染症で、空気感

染、飛沫感染、接触感染によって感染します。

　症状は全身にかゆみを伴う発疹が出て、その後

水ぶくれとなり、かさぶたを残して治癒します。

発熱を伴うこともあります。一度感染すると一生

からだの中にウイルスが残り、加齢や免疫抑制状

態等で活性化し、帯状疱疹を発症します。

水痘予防接種を受けましょう水痘予防接種を受けましょう

対　象　者　１歳～３歳未満

接種回数　２回（１回目接種後６カ月以上間を空けます）

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

予防接種は県内の医療機関での個別接種です。
医療機関に直接お申し込みください。
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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

保健センター（エイブル１階）　☎０９５４（６３）３３７３申込・問合せ先

月　日 対　象　区

10 月 25 日
（火）

11月 22 日
（火）

10月 21 日
（金）

10月 24 日
（月）

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

月　日 対　象　区

10 月 18 日
（火）

９月７日
（水）

９月８日
（木）

９月６日
（火）

犬王袋・重ノ木・下浅浦・中浅浦・貝瀬・
土穴・南舟津・野畠・浜新町

筒口・大殿分・川内・山浦・本城・八宿・
乙丸・嘉瀬浦・音成・西葉

９月９日
（金）

小舟津・世間・森・三部・新籠・
常広・組方

10 月 19 日
（水）

10月 20 日
（木）

高津原②・伏原・上浅浦・東三河内・
西三河内・中川内

10 月 23 日
（日）

横田・本町・中村・井手・下古枝

大手・新町・中牟田・馬渡・南川・
白鳥尾・山浦開拓

行成・竹ノ木庭・平仁田開拓・新方・
湯ノ峰・庄金・北舟津・中町

令和５年
１月17日（火）

★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

井手分・末光・大村方・鮒越・土井丸・
早ノ瀬・広平・中木庭

★未受診者検診
　希望する人は保健センターまで予約してください

❖新型コロナウイルス感染症予防のため、受診時は

　マスクの着用、自宅での検温をお願いします

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

と　　き　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。電話またはホームページからお申込み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終了します。（９月実施分は定員に達しています）

　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。

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

西牟田・中尾・上古枝・久保山・奥山

★大腸がん検診のみ実施（予約不要）
11 月 24 日

（木）

令和５年
１月17日（火）

11 月 25 日
（金）

納富分・江福・飯田・龍宿浦・矢答・七開
高津原①・番在開拓・大宮田尾・小宮道・
東塩屋・西塩屋

城内・東町・若殿分・古城・執行分・
大木庭・大野・母ヶ浦

受　　付　８時 30 分～ 10時 30 分（令和５年１月 17 日以外）

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。
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　結核は昔の病気ではありません。日常生活をともにする人にうつりやすい病気です。特に80歳以上の人

の発症が増えています。『感染症法』の結核予防対策に基づき、６５歳以上の人を対象に結核健康診断を

実施します。受診時は、新型コロナウイルス感染症予防として、マスクの着用をお願いします。

６５歳以上の人は結核健康診断（胸部レントゲン）を無料で受けることができます６５歳以上の人は結核健康診断（胸部レントゲン）を無料で受けることができます

　保健センター（エイブル１階）　☎０９５４（６３）３３７３詳しくは

月　日

９月 12 日
（月）

09：30～10：30

保健センター

馬渡・末光

10：30～11：30 重ノ木・行成

13：30～13：55 上古枝公民館 上古枝

14：15～14：30 鮒越公民館 鮒越・七開

14：50～15：45 古枝公民館 下古枝・久保山

９月 16 日
（金）

9：30～10：00 母ケ浦公民館 母ケ浦・西葉

10：30～11：30 小宮道公民館

13：30～14：15 飯田公民館 飯田・江福

14：30～15：15 七浦公民館

大宮田尾・小宮道
東塩屋・西塩屋

龍宿浦・嘉瀬浦
音成・矢答

９月 20 日
（火）

13：30～14：30

井手

14：30～15：30

新籠・三部

13：30～14：45

小舟津

９月 26 日
（月）

9：00～09：30

09：45～10：15

10：45～11：10

11：30～11：45

山浦・山浦開拓
白鳥尾・番在開拓

川内

9：00～09：40

10：00～10：50

横田・城内

11：10～11：40

納富分公民館

犬王袋・世間

納富分

９月 30 日
（金）

9：30～09：50

10：20～10：50

中尾公民館

10：30～11：50

乙丸・土井丸

13：30～15：00

中尾・竹ノ木庭
奥山・平仁田開拓

10 月３日
（月）

9：30～10：30 執行分・井手分

高津原公民館
かんらん

14：00～14：45

大村方

10 月４日
（火）

本城集会所

09：30～09：50

西三河内10：10～10：20

西牟田公民館 西牟田・新町

10：30～10：40

北鹿島公民館

中川内・広平
大野・早ノ瀬

西三河内公民館

本町・中村
組方

11：00～11：20

11：30～11：40

森公民館 森

10 月７日
（金）

13：30～14：00

北舟津公民館 北舟津

14：00～14：30

15：00～15：20

貝瀬公民館

09：30～09：40

大木庭公民館

09：55～10：10

東三河内公民館

本城・土穴

大木庭

東三河内

貝瀬

10：30～11：30

13：30～14：00

南川・筒口

大手・東町
中牟田

14：00～14：30

中木庭公民館

大殿分・若殿分

10月 11 日
（火）

09：30～11：00 保健センター 未受診者

受付時間 実施場所 対象区 月　日 受付時間 実施場所 対象区

◉肺がん検診を受診する人は、受診できません。

◉都合が悪い場合は、都合のよい場所で受診できます。

◉当日、ハガキを持参してください。

◉撮影時、薄手のシャツや肌着は着用できます。

◉料金は無料です。

※対象者にはハガキを送付しています

保健センター

三部公民館

常広・古城

高津原

大村方公民館

保健センター

中木庭

新方・湯ノ峰
庄金

南舟津・野畠

中町公民館
中町・八宿
浜新町

中川内集会所

15：15～16：15

井手公民館

北鹿島公民館

小舟津公民館

伏原公民館

中浅浦公民館

山浦公民館

川内公民館

伏原・下浅浦

上浅浦・中浅浦

14：45～15：30

のごみふれあい
楽習館

14：50～15：20

15：40～16：10

浜公民館
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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

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

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

　保健センター（エイブル１階）　☎０９５４（６３）３３７３詳しくは

対　象　区

受　付　保健センター（エイブル１階）

　　　　午前：９時～10時30分　午後：13時30分～15時

　　　　夜間：18時～19時30分

対象者　子宮頸がん検診：20 歳以上の女性

　　　　乳　が　ん検診：40歳以上で昨年度未受診の女性

料　金　子宮頸がん検診：1,100 円

　　　　乳　が　ん検診：40歳代1,500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。

　『救急の日』『救急医療週間』は、救急医療や救急業務に

対して、地域住民の皆さんの理解と正しい認識を深めても

らうことを目的に、全国一斉に普及活動が行われます。

みんなで守ろう！鹿島の救急医療！
ー９月９日（金）は『救急の日』　４日（日）～１０日（土）は『救急医療週間』ー

◆屋内でもエアコンなどを適切に使用し、暑い日

　の屋外での仕事や草むしりは注意しましょう。

◆こまめな水分補給と十分な休息を心がけましょう。

◆日ごろから規則正しい生活を送り、暑さに備え

　た体づくりをしましょう。

◆高齢者や子どもは熱中症のリスクが高いため、

　特に注意しましょう。

◆屋外で人と十分な距離

（少なくとも２m以上）

　が確保できる場合には、

　マスクを外すようにしま

　しょう。

熱中症にご注意熱中症にご注意

鹿島消防署救急係

詳しくは

☎０９５４（６３）１１１９

新型コロナウイルス感染予防新型コロナウイルス感染予防

◆密集・密接・密閉の３密を極力、避けましょう。

◆手を清潔に保ちましょう。石けんで手を洗うか、

　手指消毒用アルコールで消毒をしましょう。

◆咳やくしゃみをする人から距離を保ちましょう。

◆対人距離（少なくとも２m以上）が確保できない

　場合はマスクをしましょう。

◆発熱や咳、呼吸が苦しい場合

　は、かかりつけの医療機関や

　お近くの保健所へ電話で連絡

　して指示を受けましょう。

月　日 対　象　区月　日 対　象　区

10 月３日
（月）午後

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

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

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

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

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

12 月６日
（火）午前

２月７日
（火）夜間

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

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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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
https://kashima-able.com/

詳しくは

市民図書館　☎０９５４（６３）４３４３詳しくは

　鹿島市在住の作家 染川浩美さんの作品を紹

介しています。

　染川さんは中学校で美術教師として勤務し

ながら制作を続け、令和元年、日展（彫刻部

門）に初出品し、入選。令和３年にも『コロ

ナよ、去れ』という作品で２回目の

入選をされました。

　９月は、多彩な表現方

法で制作された家族など

の肖像彫刻や絵画を展示

しています。

　【第 3 期展示】

　  ９月 30 日（金）まで

に行ってみよう

床の間
コーナー

□特別整理およびシステム更新のため休館します

　蔵書の総点検や施設の整備、システム更新などを行います。ご不便をお

かけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

　【本の返却】

　　本のポストをご利用ください。（エイブル正面玄関右側）

　　❖CD・DVD・ビデオ・雑誌・紙芝居・大型絵本・他の図書館から借り

　　　ている本は、破損のおそれがありますので、本のポストへ入れず、

　　　１０月１日（土）以降に直接カウンターへ

　　　お返しください。

　【蔵書検索・WEB予約】

　　休館中、図書館のホーム

　ページは利用できません。

　　予約確保の連絡は１０月

　１日（土）以降となります。

　と　き　10月２日（日）　ところ　エイブルホール【全席自由】

　料　金　大人 1,000 円　発売中 　

　（税込）　高校生以下・障がいのある人 500 円

　　　　　※会員各 500 円引き　※障がい者手帳提示

　　　　　※当日各 200 円増し

❖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。

《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

市　民
図書館

休館・ホームページ閲覧停止のお知らせ
９月 16 日（金）～ 30 日（金）

第６回えいぶる事業 柳家権太楼、柳家さん喬 二人会
　と　き　11 月 20 日（日）　ところ　エイブルホール 

　料　金　大　　人 3,000 円　        【全席指定】

　（税込）　高校生以下 1,500 円　※会員各 500 円引き

　発売日　会員先行 10 月９日（日） 一般 10 月 16 日（日）

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

エイブルホール

エイブルホール／バリアフリー字幕付
研修室（３階）／バリアフリー字幕付

②14：00～15：52
　ユニバーサル上映

エイブルホール③18：00～19：52

★14時の回はバリアフリー字幕付で、3階研修室でも上映します。

★研修室は一部マット敷きで、リラックスして鑑賞できます。

11月13日（日） 『幸せゆずり会』 開催!!　会場：エイブル３階

　参加費：無料。子ども用品のおゆずり会です。続報をお待ちください。

柳家権太楼柳家権太楼 柳家さん喬柳家さん喬

ところ定員 開講期間講　座　名 講　師 受講料

20 人
エイブル３階

研修室

≪公開講座≫　

習い始める前の 

　　　　ウクレレ講座

会　員　　無　料
一　般　1,500 円

エイブル２階
音楽スタジオ

一ノ瀬 真さん

９月 28 日（水）
14 時～ 15 時 30 分
［１回限り］

≪公開講座≫　

はじめての英会話教室

 Basic English For Beginners ！

10 人

福田 レベッカさん

９月 27 日（火）
10 時～ 12 時

［１回限り］

会　員　　無　料
一　般　1,500 円

染川浩美 彫刻・絵画展
～思いを形に～

『愛しい子』

①10：00～11：52
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情報掲示板　◇　お知らせ

お知らせ

　市では、市内

の店舗などで使

える商品券“応

援券”を市民の

皆さん全員に送付しています。

　“応援券”は、世帯主宛にゆうパッ

クで送付していますが、受取人不在

で郵便局での保管期限が過ぎた分は、

市役所でお預かりしています。

　お預かり分の“応援券”の交付を

希望される場合は、来られる人の身

分証明書を持参のうえ、市役所２階

商工観光課までお越しください。

交付対象　６月 15 日時点で市内に

　　　　　住民登録がある人

使用期限　12 月 31 日（土）

詳しくは　商工観光課商工労政係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１２

　生活困窮者への支援を行っている

団体に対して、活動費の助成を行い

ます。申請など詳しくは社会福祉協

議会までご連絡ください。

助　成　額　１団体あたり 50 万円の

　　　　　範囲内

対象団体　生活困窮者への物資支援

　　　　　や、子ども食堂、学習支

　　　　　援、就労支援などに取り

　　　　　組む民間団体

詳しくは　社会福祉協議会

　　　　　☎０９５４（６２）２４４７

開　　議　10 時～　　詳しくは　議会事務局　☎０９５４（６３）２１０４

２日（金）　

３日（土）～

８日（木）～

10 日（土）～

13 日（火）　

14 日（水）　

15 日（木）　

16 日（金）　

17 日（土）～

21 日（水）～

23 日（祝）～

27 日（火）～

29 日（木）　

30 日（金）

10月 1日（土）

10月 3日（月）

10月 4日（火）

10月 5日（水）

７日（水）

９日（金）

12日（月）

20日（火）

22日（木）

26日（月）

28日（水）

～２日（日）

開会、会期の決定、議案の一括上程（提案理由説明）

休会

議案審議

休会

常任委員会

休会

決算審査特別委員会（開会・現地調査）

決算審査特別委員会

休会

決算審査特別委員会

休会

一般質問

休会

一般質問

休会

予備日（一般質問）

休会

委員会報告、議案審議、質疑、討論、採決、閉会

□高齢者交通安全五則（まみむめも）

　ま・・・待つ（安全が十分に確認できるまで待つ）

　み・・・見る（周囲の状況を見る）

　む・・・無理をせず止まる（交差点では無理をせず止まる）

　め・・・目立つ（反射材用品を着用して目立つ）

　も・・・もっと知る（自分の身体機能の変化をもっと知る）

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

1,785 件（－192）

78 件（－038）

47 件（－011）

2,285 人（－237）

90 人（－053）

54 人（－019）

11 人（－03）

0人（－03）

0人（－01）

10,722 件（＋106）

581 件（＋051）

307 件（＋030）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

令和４年７月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

かしまを元気に！
まるごと応援券

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。

市議会９月定例会会期日程 （案）

詳しくは　企画財政課秘書係　☎０９５４（６３）２１００

令和４年７月分の市長交際費を公表します

13,000円 令和 4年度累計　39,240 円合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

会　費 ７月１日 7,000円 肥前路南西部広域観光協議会総会

会　費 ７月９日 6,000円 福岡鹿城会

皆さんの活動を
応援します



２６ Ｒ4（2022）.9.1　広報かしま

情報掲示板　◇　お知らせ・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　９月 29 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　インターネットと同和問題について

講　　師　市社会教育指導員

◇◇◇学習会聴講について◇◇◇
　聴講を希望する人は、住所、氏名、

電話番号を郵送・FAX・メールで人

権・同和対策課まで連絡ください。

　来場の際は、マスクを必ず着用し

てください。なお、発熱・咳など風

邪の症状がある人、濃厚接触者の疑

いがある人などは、来場をご遠慮く

ださい。

詳しくは　人権・同和対策課

　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３－１

　☎０９５４（６３）２１２６

　℻０９５４（６３）２３１３

　jinkendouwataisaku@city.saga-kashima.lg.jp

　創業希望者や創業して３年未満の

人を対象に、必要な基本的知識から

具体的なビジネスプランの作成など、

各分野の専門家から短期集中で学ぶ

ことができる講座を開催します。内

容、時間についてはお問い合わせく

ださい。

と　　き　10 月５日（水）・６日（木）

（全５回）　・７日（金）・13日（木）

　　　　　・14 日（金）

　　　　　18 時～ 21時

と　こ　ろ　鹿島商工会館

定　　員　10 人程度

参　加　費　無料

詳しくは　鹿島商工会議所内

　　　　　かしまビジネスサポートセンター

　　　　　☎０９５４（６２）４９８０

　世帯主名や会社名などの変更が

あって、水道使用者の名義が変わる

とき（引き続き水道をお使いになる

場合も）は、水道課窓口での手続き

が必要です。また、水道料金などに

関する相談も承っています。

詳しくは　水道課管理係

　　　　　☎０９５４（６２）３７１８

講習会・教室

　認知症予防を目的に、参加者同士

で交流しながらストレッチや iPad

を使った記憶力ゲームで楽しく脳を

活性化しませんか。

と　　き　10 月 6・13（木）

　　　　　10 月 18・25 日（火）

　　　　　11 月 1・8・15・29 日（火）

　　　　　12月6・13・20・27日（火）

時　　間　10 時～ 11時 30 分

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

定　　員　先着 15 人

対　　象　おおむね 65 歳以上

テキスト代　2,000 円　※初回集金

詳しくは　地域包括支援センター

　　　　　☎０９５４（６３）２１６０

　筆談・要約筆記は、聴こえの不自

由な人に情報を文字で伝えるコミュ

ニケーション手段の一つです。令和

６年の SAGA２０２４全国障害者ス

ポーツ大会でボランティア活動がで

きます。ぜひ、ご参加ください。

と　　き　10 月 16（日）・23日（日）

　　　　　10 時～ 12時

と　こ　ろ　エイブル研修室

内　　容　筆談・聞きながら書く体験、

　　　　　伝わりやすくする工夫

定　　員　20 人（初心者歓迎）

参　加　費　無料

申込期限　10 月 12 日（水）

詳しくは　

　佐賀県聴覚障害者サポートセンター

　☎０９５２（４０）７７１５

　sports@saga-mimisapo.jp

■各種作業もおまかせください

　『農作業』『家事』『庭木剪定』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　９月 15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　９月 15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

　９月２１日（水）から３０日

（金）までの１０日間、全国一斉

『秋の交通安全県民運動』が実施さ

れます。　皆さん一人ひとりが交通

ルールを守り、交通事故防止に努め

ましょう。

全国重点推進事項

　⦿子どもと高齢者を始めとする歩　

　　行者の安全確保

　⦿夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防

　　止および飲酒運転の根絶

　⦿自転車の交通ルール遵守の徹底

佐賀県重点推進事項　

　携帯電話使用を始めとした

　『よかろうもん運転』の根絶

詳しくは　総務課防災係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１２

　年末年始における一時的な占用申

請を希望される人は、説明会を開催

しますのでご参加ください。

と　　き　９月 30 日（金）

　　　　　13 時 30 分～

と　こ　ろ　新世紀センター２階会議室

詳しくは　都市建設課土木管理係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１５

◉市税集合徴収分
◉介護保険料
◉後期高齢者医療保険料
第４期の口座振替日

９月３０日（金）
（預貯金残高の確認をお願いします）

脳若教室（１２回コース）

秋の交通安全県民運動
守ろう交通ルール　高めよう交通マナー

祐徳門前水路 ・道路の一時的な
占用申請事務説明会

人権学習会を開催します

かしま創業塾

水道に関する手続きや
相談は水道課まで

ぜひ、ご活用ください
鹿島市シルバー人材センター

筆談・要約筆記体験教室



２７広報かしま　Ｒ4（2022）.9.1

情報掲示板　◇　相談・募集・イベント

募　集

と　　き　10 月 16 日（日）

と　こ　ろ　武雄嬉野カントリークラブ

参加資格　市民、市内に勤務する人

定　　員　先着 120 人

参　加　費　3,000 円

申込締切　９月 15 日（木）

そ　の　他　同伴者の指定可能

　　　　　４人１組の応募可能

詳しくは　同大会事務局

　　　　　（佐賀西信用組合本店内）

　　　　　☎０９５４（６３）２４１１

相　談

　さまざまな事情で実親と生活でき

ないお子さんを、家庭的な環境で育

ててくださる里親家庭を募集してい

ます。

　里親に関心のある人、子どもがお

好きな人、気軽な気持ちで、まずはお

話を聞きにきませんか？

と　　き　9 月 15 日 ( 木 )

　　　　　10 時～ 13 時

と　こ　ろ　生涯学習センター『エイブル』

※事前予約も可能です

申込・問合せ先

　佐賀県里親支援こねくと（担当：勝田）

　☎０９５２（６５）１１６５

　武雄調停協会では、弁護士や調停

委員による無料相談会を行います。

と　　き　９月 17 日（土）

　　　　　10 時～ 15 時

と　こ　ろ　武雄市文化会館２階大集会室Ｂ

相談内容　相続、遺産分割、借金問題、

　　　　　離婚、養育費、土地建物など

詳しくは　武雄調停協会

　　　　　☎０９５４（２２）２１５９

と　　き　９月 18 日（日）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀県労働会館１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

　15 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

　22 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

　15 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）

　６・20 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

◆人権相談　かたらい３階健康相談室

　１日（木）９時～ 12 時

◆行政書士によるマイナンバーカード相談

　16 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（９月 20 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

◆鍼灸マッサージ無料健康相談・治療体験

　11 日（日）10 時～ 14 時 30 分

かたらい３階中会議室

◆介護に関する相談　保険健康課

　月曜日～金曜日９時～ 17 時

◆こころの健康相談（臨床心理士対応）

　21 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

　27 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

◆土地・建物に関する無料相談所（売買・賃貸）

　27 日（火）13 時 30 分～ 16 時 30 分

新世紀センター２階会議室１

県宅地建物取引業協会☎０９５２（３２）７１２０

◆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）

　16 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

　３年ぶりに規模を縮小して開催し

ます。

と　　き　９月 11 日（日）

　　　　　15 時 30 分～ 19 時

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社

　　　　　（雨天時：祐徳稲荷神社 参集殿）

出演団体　面浮立、獅子舞など９団体

※演目は変更になる場合があります

詳しくは　商工観光課

　　　　　☎０９５４（６３）３４１２

と　　き　10 月 28 日（金）

　　　　　９時 30 分～ 11 時 30 分

と　こ　ろ　鹿島市役所ピロティ（市民課横の庭）

対　　象　大字納富分以外の地域に

　　　　　お住まいの人（定員 15 人）

講　　師　下田代 満さん

持　参　物　スコップ（移植ゴテ）

　　　　　軍手、レジャーシート

申込期限　10 月 20 日（木）

申込・問合せ先 

　環境下水道課環境係

　☎０９５４（６３）３４１６

　毎月最終土曜日に開催している肥

前浜駅前の朝市が、４周年を迎えます。

と　　き　９月 24 日（土）７時～９時

と　こ　ろ　JR 肥前浜駅 駅前広場

詳しくは　肥前浜宿水とまちなみの会

　　　　　☎０９５４（６９）８００４

子どもの里親 個別相談会
～知ってほしいな里親のこと～

その他の相談

市民チャリティーゴルフ大会
参加者募集

段ボールコンポストを作ろう
～家庭の生ごみをリサイクル～

浜宿朝市

無料調停相談会

弁護士による
無料法律相談会

第２５回かしま伝承芸能
フェスティバル



　　　　　　　　建設環境部ラムサール条約推進室

　　　　　　　　☎０９５４（６３）３４１６　℻０９５４（６２）３７１７　ramsar@city.saga-kashima.lg.jp

応募・問合せ先 肥前鹿島干潟ＳＤＧｓ推進パートナ―募集

《取組事例》

　地域の文化、自然を活かした体験プログラムや商品の開

発、フェアトレード商品の販売等を行っています。

ゲストハウスまる

《取組事例》

　脱プラスチック・脱炭素・フードロスに貢献する非食用米を活用し

たお米のプラスチック『ライスレジン』の普及、販売を推進しています。

草野産業 株式会社

《取組事例》

　『すべての人が安全で安心できるくらしができるように』という思

いを胸に、持続可能な社会の形成に向けた活動に取り組んでいきます。

　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

株式会社 日水コン佐賀事務所 関
連
し
て
い
る
ゴ
ー
ル

関
連
し
て
い
る
ゴ
ー
ル

関
連
し
て
い
る
ゴ
ー
ル

新市民会館の新築工事

　現在、新市民会館の工事は上部躯体の

工事と各所の設備工事を進めています。

 今後も、建設現場周辺は大型車両が多く

出入りし、ご迷惑をおかけしますが、ご

理解とご協力をよろしくお願いします。

 新市民会館の建設事業に合わせて行って

いる寄附金募集記念事業も多くの人のご

賛同をいただいています。興味がある人

は下記の二次元コードからご参照くださ

い。

　総務課（中川エリア整備推進室）

　☎０９５４（６３）２１１１

詳しくは

鹿島市役所　総務部　企画財政課　

〒849ー1312　佐賀県鹿島市大字納富分２６４３番地１

☎0954（63）2114　℻0954（63）2129　

ＵＲＬ　https://www.city.saga-kashima.lg.jp/

広報かしま　編集・発行

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

くたい

←市ホームページ

　新市民会館寄附金募集
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