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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

新しいワクチン（オミクロン株対応）が接種できるようになりました。

◎オミクロン株対応ワクチンの接種対象者

　・１２歳以上で１・２回目接種が完了した人

　※４回目接種が完了した人も今後接種ができるようになる見込みですが、詳細は続報をお待ちください

◎接種券について

　・３回目・４回目の接種券を現在お持ちの人はそのまま使えます

　※紛失した人、転入し鹿島市の接種券をお持ちでない人は下記までご連絡ください

　・上記以外の方は接種対象になった人から接種券を順次郵送しますので、お手元に届くまでしばらくお待ち

　　ください

　３回目・４回目の接種券が９月上旬頃までにお手元に届いた人は、

同封のワクチン説明書は従来型ワクチンの説明書となっております。

オミクロン株対応ワクチンの説明書については、市内の新型コロナ

ワクチン接種医療機関へお渡ししておりますので、接種の待ち時間

等にお読みになってください。

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

　市内医療機関では１０月の接種予約ができますので、９月に予約することができなかった人は医療機関へお

電話してください。

１０月からの接種予約について１０月からの接種予約について

　５～１１歳の人で２回目接種から５カ月以上経過した人に３回目接種券をお送りします。

　３回目接種に使用するワクチンは従来型ワクチンです。

　接種券がお手元に届きましたら、同封のチラシをお読みになり接種をご検討ください。

　２回目接種後に転入されている人は、接種履歴がないため３回目接種をお送りすることができません。

　該当する人は１～２回目の接種済証をお手元に準備し、下記へご連絡ください。

小児（５～１１歳）の３回目接種について小児（５～１１歳）の３回目接種について

　予防接種では健康被害（病気になったり障がいが残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれ

ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

　新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法にもとづく救済（医療費・

障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要となる手続きなどについては、下記へご相談ください。

予防接種健康被害救済制度があります予防接種健康被害救済制度があります

モデルナファイザーファイザー（12～15歳）

《新しいワクチン説明書》

※説明書はこちらからも
　確認できます ➡
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鹿島市ゼロカーボンシティ宣言を表明しました

～鹿島らしい持続可能な地域づくりから脱炭素社会の実現を目指す～

　近年、世界各地で記録的な高温や大雨、大規

模な森林火災や干ばつなど、地球温暖化が原因

とみられる異常気象が頻発しており、これらは

今や気候危機と言われています。本市において

も、令和２年、令和３年と連続で記録的な集中

豪雨に見舞われ、市内各所で土砂災害や浸水被

害が発生しました。

　この気候危機を深く認識し、鹿島市の豊かな

自然を将来へつなぐため、２０５０年までに市の温室効果ガス排出量実質ゼロを

目指すことを宣言します。そして、この目標を達成するため、市民・事業者・行

政が一丸となり地域ぐるみでシナリオを描き次の取り組みを行います。

１．自然と調和したまちづくりをすすめ、地域資源を活かした再生可能エネルギー

　　の利活用を推進するほか、鹿島市の自然を活用した取り組みを推進します。

２．積極的に再生可能エネルギーの導入を推進する地域の設定と自然の恵みを享

　　受し続けられる自然環境の保全・整備を併せて実施します。

３．循環型社会の実現のため、クローズドリサイクルの促進に努めます。

　近年、世界各地で記録的な高温や大雨、大規

模な森林火災や干ばつなど、地球温暖化が原因

とみられる異常気象が頻発しており、これらは

今や気候危機と言われています。本市において

も、令和２年、令和３年と連続で記録的な集中

豪雨に見舞われ、市内各所で土砂災害や浸水被

害が発生しました。

　この気候危機を深く認識し、鹿島市の豊かな

自然を将来へつなぐため、２０５０年までに市の温室効果ガス排出量実質ゼロを

目指すことを宣言します。そして、この目標を達成するため、市民・事業者・行

政が一丸となり地域ぐるみでシナリオを描き次の取り組みを行います。

１．自然と調和したまちづくりをすすめ、地域資源を活かした再生可能エネルギー

　　の利活用を推進するほか、鹿島市の自然を活用した取り組みを推進します。

２．積極的に再生可能エネルギーの導入を推進する地域の設定と自然の恵みを享

　　受し続けられる自然環境の保全・整備を併せて実施します。

３．循環型社会の実現のため、クローズドリサイクルの促進に努めます。

TopicsTopics まちの話題

　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４年

度に浜町自主防災組織では発電機、

ポータブル電源、ソーラー発電パネ

ルなどを整備しました。

企画財政課企画係　☎０９５４（６３）２１０１詳しくは

受賞者紹介

鹿島市交通対策協議会長表彰

　９月７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 田 中 正 美 さ ん （ 筒

口）、能古見地区交通対策協議

会（会長 正寶義眞さん）は、

横断旗や立て看板などの設置や

修理、また通学路となる交差点

で立番するなど長きにわたり市

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。

正寶　義眞さん

田中　正美さん

受賞者紹介

◇JOC ジュニアオリンピックカップ第 15 回全

　日本ジュニアテコンドー選手権大会（組手種目）

　開　催　日　７月30～31日（サイデン化学アリーナ）

　【小学５年女子 41kg 級】　優勝　川島 涼羽（浜小５年）

　９月７日、埼玉県で開催された全日本ジュニ

アテコンドー選手権大会で優秀な成績を収めた

川島涼羽さんが、市長へ受賞の報告に訪れまし

た。

　川島さんは３回目の優勝を果たし、「将来は世界で活躍できるよう頑張りたい」と

話していました。

◇JOC ジュニアオリンピックカップ第 15 回全

　日本ジュニアテコンドー選手権大会（組手種目）

　開　催　日　７月30～31日（サイデン化学アリーナ）

　【小学５年女子 41kg 級】　優勝　川島 涼羽（浜小５年）

　９月７日、埼玉県で開催された全日本ジュニ

アテコンドー選手権大会で優秀な成績を収めた

川島涼羽さんが、市長へ受賞の報告に訪れまし

た。

　川島さんは３回目の優勝を果たし、「将来は世界で活躍できるよう頑張りたい」と

話していました。
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　第５４回を迎える鹿島市文化祭は、伝統をいしずえに知識と教養を深め、花と緑を愛して感謝と思いやりの心を

育み、私ども会員が文化活動の成果を発表・展示します。

■体験学習のご案内

　①エイブルホール舞台において 11 月２日（水）13時～ 15 時まで鹿島日本舞踊協会による日舞体験を計画します

　　ので、お気軽にお越しください

　②文化祭期間は、展示等会場でも体験学習を計画いたしますのでお楽しみください

　※体験学習の内容については、当日エイブル玄関前に掲示します

　※状況により番組変更になる場合があります

　鹿島市文化連盟事務局　☎０９５４（６０）４３０５詳しくは

❖川柳展示（鹿島川柳会）　11月５日（土）９時～10時30分　かたらい３階小会議室

鹿島市文化祭のご案内鹿島市文化祭のご案内 11 月 3 日（祝）
11 月 5 日（土）～ 6 日（日）

エ
イ
ブ
ル
会
場

エイブルホール　２階

と　こ　ろ 11 月 3 日（祝）

11時

・鹿島モアナ・ハワイアンズ

13時　　　　

・エルマーナ（コーラス）

13時30分　　　

・女声コーラスさくら

14時　　　   　

・フロッグコーラス

15時

・佐賀岳誠会（吟詠）

16時　　　   　　　

・佐賀岳精会（吟詠）

17時

・鹿島混声合唱団

18時

・ＣＦフルートクラブ

11 月 5 日（土） 11 月 6 日（日）

10時30分

・鹿島ブルースカイ（大正琴）

11時20分

・のむらバレエアカデミー

13時

・不知火太鼓

13時40分　　　

・アンサンブル・弦

（ギター＆マンドリン

　＆ハーモニカ）

14時20分

・フラ・Ｈａｕ’ｏｌｉ

14時50分

・筝曲雛菊会

15時20分

・若柳流東会（日本舞踊）

16時20分

・サックスサウンズ

17時

・閉会

9 時 30 分

・開会式

10時15分

・アトラクション

・長唄碧洲会

（長唄三味線）

11時10分

・祥寿会（長唄三味線）

11時45分

・佐賀岳翠会（吟詠）

13時

・鹿島日本舞踊協会

 　藤寿会・智賀穂会

14時30分

・日本舞踊藤松会

菊花展（鹿島市菊花同好会）

ホール前会場　２階

音楽スタジオ　２階 鹿島錦展（鹿島錦保存会）

和室（茶室）　２階 表千家流（茶道） 裏千家鹿島淡桜会（茶道）

交流プラザ　　２階 写真展（むつごろうフォートス）

生活工房　　　３階

研修室Ａ・Ｂ　３階 美術・工芸作品展（鹿島美術人協会）

エントランスロビー　１階

菊花展・短歌・俳句（鹿島菊花同好会・かしま短歌会・鹿島俳句会・金木犀の会）

小中学生美術・書道展

エイブル玄関前　１階

ララベル催事場  

吉田能舞台（北鹿島乙丸） 謡曲 10時～17時

書道展（鹿島書の会・猶與書道会）

展　示　時　間 ９時30分～17時

華道展（小原流・池坊）

休み

休み

休み
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助　成　金　額

　新たに高校生等（※）の通院費・調剤費について令和４年１０月診療分から令和５年３月診療分までは償還払い

方式、令和５年４月診療分からは現物給付方式の医療費助成制度を開始することになりました。対象者には９月中

旬以降に通知を送付していますので詳しくはそちらをご確認ください。

（※）高校生等：就学の有無に関わりなく、１８歳に達する日以降の最初の３月３1日までの間にある方

お
知
ら
せ

　福祉課幼保係　☎０９５４（６３）２１１９詳しくは

子どもの医療費助成内容を『高校生等』まで拡充します

１．令和４年１０月診療分から令和5年3月診療分について [償還払い方式]

　医療機関窓口で一部負担金を支払った後、市へ申請すると自己負担額との差額を助成（還付）します。

２．令和５年４月診療分以降について [現物給付方式]

　医療機関窓口でオレンジ色の受給資格証（令和５年３月送付予定）を提示すると、窓口負担額は上記の自己負

担額となります。

対象医療費

令和４年９月診療分まで

令和４年１０月診療分から

入院のみ

入院に加え通院・調剤も対象
（中学生以下と同様の助成内容に
　なります）

入院　上限1,000円

入院　上記と同じ

通院　上限500円

　　　※同月に同医療機関を受診した
　　　　場合、３回目以降は無料

調剤　自己負担無し

自己負担額

　がんの治療中の人及び過去にがんの治療をされていた人を対象に、医療用ウィッグと乳房補正具の購入に係る費

用の助成を開始しました。

お
知
ら
せ

がん患者アピアランスケア支援事業について

■対象者　次の全てに該当する人

　・がんに係る医療を現在受けている人、または過去に受

　　けていた人

　・申請日において鹿島市に住民票がある人

　・鹿島市税等の滞納がない人

　・がん治療中による脱毛及び乳房切除に伴い、補正具等

　　を購入している人

　・当該年度において、他市町から同種の助成等を受けて

　　いない人

■対象となる補正具等

　・医療用ウィッグ　

　・乳房補正具

　※どちらも令和４年４月１日以降に購入したもので、購

　　入後１年以内に申請したものに限ります

■助成金額

　購入費用の１/２（１円未満切り捨て）

　※上限額は対象となる補正具ごとに20,000円

　　です

❖検診等で職員が受付等対応ができない場合が

ありますので、申請される人は必ず事前に保健

センターへご連絡ください

❖詳しくは

　市ホームページを

　ご覧ください

　保健センター

　☎０９５４（６３）３３７３

詳しくは
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　市が行う入札（見積）に参加するためには、入札参加資格者名簿への登録が必要です。

　令和５・６年度の登録を希望する事業者は、受付期間内に申請を行ってください。詳細については、１０月下旬

に市ホームページに掲載予定です。

お
知
ら
せ

『令和５・６年度』鹿島市競争入札（見積）
参加資格審査申請受付を始めます

　企画財政課入札契約係

　☎０９５４（６３）２１０１

詳しくは

有効期限　令和５年４月１日～令和７年３月 31 日

そ　の　他　令和３・４年度登録の有効期限は令和５年３月31日

　　　　　です。また、集中受付期間以降に申請した場合、新

　　　　　年度当初の入札（見積）に参加できない場合がある

　　　　　ため、期間内の申請をお願いします。

集中受付期間
１１月１日（火）～１２月２日（金）

　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

■講座日程

　10月 5日（水）10時～11時　古枝公民館

　10月 6日（木）10時～11時　かたらい中会議室

　10月 7日（金）10時～11時　浜公民館

　10月11日（火）10時～11時　七浦公民館

　10月12日（水）10時～11時　北鹿島公民館

　10月14日（金）10時～11時　能古見公民館

※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（４桁の暗証番号）

　・口座がわかるもの（通帳など）

　・スマートフォン（お持ちの人のみ）

マイナンバーカード（健康保険証利用の登録
・公金口座の登録）講座を開催します

　祐徳門前商店街では『祐徳門前お得―ぽん』加盟店ご利用のお客様に、次回以降ご来店時に利用できる５００円

分のクーポン券『祐徳門前お得―ぽん』を発行します。この機会にぜひ、祐徳門前商店街を訪れてください

お
知
ら
せ

『祐徳門前お得―ぽん』キャンペーンが始まります！

キャンペーン内容

　祐徳門前商店街加盟店でのお買い物やお食事、サービスご利用時のお支払額 2,000 円毎に 500 円クーポン券をプ

　レゼント

　※お支払一回あたりのクーポン券配布枚数は、一人 20 枚まで

　※このクーポン券は次回以降、加盟店全店で何枚でも利用可能

　※ほかのクーポン券等との併用は不可

発行期間

　10 月６日（木）から令和５年１月 20日（金）まで（予定）

　※発行予定枚数の 8,000 枚がなくなり次第終了
祐徳門前商店街（ゆうとく庵）

☎０８０（１５３２）３２４０

詳しくは

❖令和４年度佐賀県プレミアム付商品券・

　クーポン券発行支援事業により実施して

　います

祐徳門前参道テラスも開催中！ ～秋の夜風を感じながら乾杯！～

と　　き　10 月１・８・15日（土）17 時～ 21 時

とく
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　令和５年１０月１日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式（インボイス制度）が始ま

ります。なお、令和５年１０月１日から適格請求書（インボイス）を交付するためには、令和５年３月３１日まで

に登録申請が必要です。制度開始にあたり、武雄税務署では説明会を開催します。

お
知
ら
せ

消費税インボイス制度説明会を開催します

と　　き　10 月 19 日（水）、11 月 16 日（水）、12 月 14 日（水）

と　こ　ろ　武雄税務署 会議室（武雄市役所庁舎 5 階）

※事前予約制：開催日２日前の 17 時までに下記へ予約してください

　武雄税務署　☎０９５４（２３）２１２８詳しくは

①消費税のしくみから知りたい人【導入編】

　時　　間　各回 13 時 30 分～ 14 時 30 分

　予　約　先　武雄税務署　個人課税第一部門

　　　　　　☎０９５４（２３）２１２８

②インボイス制度全般について知りたい人【概要編】

　時　　間　各回 15 時～ 16 時

　予　約　先　武雄税務署　法人課税部門

　　　　　　☎０９５４（２３）５２９７

期間限定

　企画財政課企画係　☎０９５４（６３）２１０１詳しくは

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

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

⦿市内循環バス　　　　１０月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 歳以上の高齢者（昭和 33 年４月１日以前生まれの人）、運転免許自主返納者、

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

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

期間限定

お
知
ら
せ

『第１２回 秋の蔵々まつり』 を開催します

と　　き　10 月 23 日（日） 10 時～ 16 時 （雨天決行）

と　こ　ろ　肥前浜宿（保存地区＆浜駅前エリア）

同時開催イベント

　・JR 秋のウォーキング（スタート鹿島駅～ゴール浜駅）

　・浜小学校児童による町並みガイド

　・グリーンスローモビリティ（電気自動車）試走会

※コロナ感染対策を実施して開催予定ですが、感染状況に

　よっては中止する場合もあります。
　肥前浜宿水とまちなみの会

　☎０９５４（６９）８００４

詳しくは

鹿島の地酒・音楽に酔いながら

秋を楽しもう！

　鹿島・佐賀の酒　『角打ち』

　乾杯フェス開催　地元バンド出演
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■産後パパ育休（出生時育児休業）の創設　（令和４年１０月１日施行）

　育児・介護休業法の改正により、産後休業を取得していない労働者は、子の出生後８週間以内の期間に、４週間

まで育児休業を取得できるようになります。

　開始予定日の２週間前までに、事業主に書面などで申し出ることが必要です。（２回に分割して取得することが

できますが、１回目にまとめて申出ることが必要です）

■育児休業制度の変更　（令和４年１０月１日施行）

　１歳までの子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより育児休業を取得することができますが、改正に

より、令和４年１０月１日から、１子につき、２回に分割して取得することができるようになります。（現在は原

則１子につき１回限り）

❖事業主は、就業規則の変更　取得促進に取り組むことが必要です

お
知
ら
せ

佐賀労働局 雇用環境・均等室

☎０９５２（３２）７２１８

詳しくは

育児・介護休業法 が改正されました
～１０月から産後パパ育休が始まります～

規定例

　薬局では、どこの医療機関からの処方せんでも受け付けています。病院近くの薬局でお薬を受け取っても構いま

せんが、気軽に相談できるあなたの『かかりつけ薬剤師・薬局』をもってはいかがですか。お気に入りの薬剤師・

薬局を決めて、お薬のことや健康のことを何でも相談してみましょう！

　薬局では、どこの医療機関からの処方せんでも受け付けています。病院近くの薬局でお薬を受け取っても構いま

せんが、気軽に相談できるあなたの『かかりつけ薬剤師・薬局』をもってはいかがですか。お気に入りの薬剤師・

薬局を決めて、お薬のことや健康のことを何でも相談してみましょう！

　佐賀県薬剤師会

　☎０９５２（２３）８９３１

　後期高齢者医療広域連合

　☎０９５２（６４）８４７６

　佐賀県薬剤師会

　☎０９５２（２３）８９３１

　後期高齢者医療広域連合

　☎０９５２（６４）８４７６

詳しくは

普段から利用する薬局を

“かかりつけ薬局”として決めておきましょう

　あなたが使用するお薬をひとつの薬局が管理するこ

とで、複数の医療機関から同じお薬が出されることを

防ぐことができたり、注意を要する飲み合わせの

チェックができます。

“かかりつけ薬剤師・薬局”で健康相談も

　「サプリや市販のお薬を飲もうと思うが、今飲んで

いるお薬や治療中の病気と問題がないか心配」、「健康

診断の結果の見方がわからない」など、ぜひ“かかり

つけ薬剤師・薬局”に相談してください。

なんでも相談できる

　　“かかりつけ薬剤師”を探しましょう

　病院からのお薬だけでなく、健康に関することなど

何でも気軽に相談できるお気に入りの薬剤師を探して

みましょう。

『かかりつけ薬剤師・薬局』と健康相談

お
知
ら
せ

遊休農地の利用意向調査にご協力をお願いします

　７月から８月にかけて、農業委員会で農地パトロール（利用状

況調査）を行いました。今回の利用状況調査で遊休農地と判断さ

れた農地の持ち主には、利用意向の調査票を郵送します。

　回答は選択肢から番号を選んで記入していただき返信用封筒で

返送してください。ご協力よろしくお願いします。

遊休農地の利用意向調査とは

　農地法第３２条第１項の規定に基づいて行

う『利用意向調査』で、今後遊休農地から荒

廃農地へ進む前に農地をどのように利用され

るかの意向をお伺いする調査です。

〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３番地１　鹿島市役所２階

　　　　　　　　　　農業委員会事務局　☎０９５４（６３）３４１７

詳しくは
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　平成２７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『２７』から始まる人

　　　　　《例》２７－１２３、２７－１２３４など

※水道を中止している人は、平成２７年度のメーターでも

　取り替えの対象外となる場合があります。

　右の表のとおり一定面積以上の土地について売買など

の取引をした場合には、国土利用計画法により、契約締

結日を含め２週間以内に、買主が土地の利用目的および

取引価格等を届け出なければなりません。

　県では、その利用目的が公表されている土地利用に関

する計画に適合しているかなどを審査し、場合によって

は利用目的の変更を勧告することがあります。

　届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰則が科せ

られることがあります。

お
知
ら
せ

１０月は『土地月間』です
一定面積以上の土地の売買などには届出が必要です

届出義務者　買主

届出の時期　契約締結日を含め２週間以内

届　出　先　土地の所在する市町村

罰　　　則　６カ月以下の懲役

　　　　　　　または100万円以下の罰金

　県土地利活用課　☎０９５２（２５）７０３４　　企画財政課企画係　☎０９５４（６３）２１０１詳しくは

市街化区域　　　　　　　　　　 2,000㎡以上

市街化区域以外の都市計画区域　 5,000㎡以上

都市計画区域以外の区域　　　　10,000㎡以上

発売期間

　１０月２１日（金）まで

抽選日

　１０月２８日（金）

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

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

ど、地域住民の福祉向上のために使われます。

ハロウィンジャンボ宝くじ１等・前後賞合わせて５億円！

佐賀県市町村振興協会

☎０９５２（２５）１９１３

詳しくは
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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6月生まれ）

１歳６か月児健診

（令和3年3月生まれ）

３歳６か月児健診

（平成31年3月生まれ）

26 日（水）

27 日（木）

6 日（木）

13時10分～13時30分

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

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

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

備考受付時間開催日行事名

場所：保健センター（エイブル１階）

□子育て・相談・教室 場所：保健センター（エイブル１階）

母子健康手帳交付 5・12・26 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 13 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８月生まれ　　　　　　（通知に記載）

赤ちゃん相談 12 日（水） 13時30分～14時30分
内　容　身体測定、個別相談（健康、栄養、歯科等）
対　象　乳幼児と保護者　※持参品：バスタオル

離乳食教室（前期） ４日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導
対　象　5・6 か月児の保護者　※持参品：バスタオル

幼児食教室 18 日（火） 10時～10時30分
内　容　調理実習・試食等
対　象　1 歳 6 か月～就学前の児と保護者　※要予約

成人健康相談 5 日（水） ９時30分～10時30分
内　容　血圧測定、身体測定、検尿、健康相談
対　象　成人

２歳児フッ化物塗布 27 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 10 月生まれ（希望者のみ）

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

く ら し
の カレンダーカレンダー10月

October

小児時間外診療・在宅当番医小児時間外診療・在宅当番医

日 在宅当番医 所在地

中村医院　　　　　☎０９５４（６３）９２３４

稗田産婦人科　　　☎０９５４（６３）３３０９

田代医院　　　　　☎０９５４（６７）２１２０

森医院　　　　　　☎０９５４（４３）０７２５

11日

4日

18日

25日

鹿島市

鹿島市

太良町

嬉野市

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

子どもの健診、子育て・相談・教室子どもの健診、子育て・相談・教室

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

７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 10 月・令和２年３月生まれ（希望者のみ）

２歳６か月児・３歳児フッ化物塗布
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学 校 だ よ り

西部中学校

No.305

中体連の大舞台で大活躍！

九州大会３位、全国大会に出場した

女子バレーボール部

　地区中体連で、女子バレーボール

部、男・女バスケットボール部、男

子ソフトテニス部、男子卓球部、剣

道部（男子）が優勝しました。県大

会には１３の部と２つの団体から、

１４９名が出場し、活躍しました。

　４つの部活動が九州大会出場とい

う快挙を成し遂げました。多くの応

援ありがとうございました。

＜女子バレーボール部＞

　目標としていた『九州大会でベス

ト４』を達成し、全国大会出場の夢

を叶えることができました。全国大

会では今までやってきたことを出し

切り、支えて下さった方々への感謝

の気持ちを忘れず、精一杯戦ってき

ました。全国という大きな舞台で戦

うことができ、自分たち自身がとて

も成長できました。

＜女子ソフトボール部＞

　九州大会で３位という、今までで

一番良い結果を出すことができまし

た。全国大会にはあと一歩届きませ

んでしたが、仲間や家族の大切さに

も気づけた大会になりました。

＜男子ソフトテニス部＞

　今まで支えてくれた人たちにいつ

も以上のプレーを見せられて良かっ

たです。このチームでまた、九州大

会に挑戦することができたことに感

謝します。

＜陸上競技部＞

　九州大会に出場して、自分をここ

まで支えて下さった顧問の先生や親

への感謝を忘れず、これからも頑

張っていきたいと改めて思いました。

 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

◇2022 佐賀県中学生学年別ソフトテニス大会

　開　催　日　８月 20 日（みゆき公園）

　　３位　松尾 航希（西部中２年）、川浪 孝太郎（西部中２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）

　10 歳以下混成【４×50ｍフリー・メドレーリレー】

　　３位　島　颯一郎（鹿島小３年）、長友　ほのか（能古見小４年）

　　　　　蒲原　丈仁（明倫小５年）、松浦　璃子（明倫小５年）

　11 ～ 12 歳混成【４×50ｍメドレーリレー】

　　３位　田中　優太朗（明倫小６年）、森　凰丞（北鹿島小６年）

　　　　　蕪尻　桃華（西部中１年）、島　青葉（西部中１年）

　11 ～ 12 歳男子【100m バタフライ】　

　　３位　小池　颯馬（鹿島小６年）

◇西日本新聞ヤング川柳

　　一席　橋本 陽菜（能古見小６年）

　　《作品》  あみだくじ  ただいっぽんの  うんめい線

◇JOC ジュニアオリンピックカップ第 15 回全日本　

　ジュニアテコンドー選手権大会（組手種目）

　開　催　日　７月 30 ～ 31 日（サイデン化学アリーナ）

　【小学５年女子 41kg 級】　優勝　川島 涼羽（浜小５年）

◇第 31 回全九州テコンドー選手権大会（組手種目）

　開　催　日　８月 21 日（ダイハツ九州アリーナ）

　【幼児の部男子】　優勝　中村 光希（ことじ保育園）

　【小学５年女子】　優勝　川島 涼羽（浜小５年）

　　　　　　　　　３位　飯盛 ひなた（浜小５年）

　【小学３年女子】　２位　大村 柚希（鹿島小３年）

　　　　　　　　　３位　大村 紗依（鹿島小３年）

　【小学２年男子】　３位　中村 光翔（古枝小２年）

　【中学男子 51kg 級】　３位　川島 真友（東部中１年）

◇第55回九州中学校バレーボール競技大会（中体連九州大会）

　開　催　日　８月３～５日（SAGA プラザ）

　　３位　西部中女子バレーボール部

◇第49回九州中学校ソフトボール競技大会（中体連九州大会）

　開　催　日　８月６～７日（なごみの里運動公園）

　　３位　西部中女子ソフトボール部
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教科書から士農工商が消えた
～誤った意識や認識を正し、部落差別をなくしましょう～

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

　小・中学校の教科書に部落問題
が初めて記述されたのは、昭和４
０年代後半のことです。当時の社
会科の教科書は、江戸時代の身分
制度を『士農工商』のピラミッド
型で記述していました。
　しかし、部落史を含む近世史研
究の発展により、教科書の記述は
徐々に変化し、平成１２年以降の
教科書では、『士農工商』という
身分制度の記述がなくなりました。
現在の教科書では、江戸時代の身
分制と人々のくらしについて、こ
う記述されています。
「武士には、政治をおこない、名
字を名のり、刀をさすなどの特権
がありました。農村などに住む百

姓は、おもに農業、城下町に住む
町人たちは、商工業の仕事をして
いました。これらの人々は、武士
に支配され、税（ねんぐなど）を
納めて武士の暮らしを支える身分
とされました。さらに、百姓や町
人からも差別された人々もいまし
た。これらの人々は、服装や行
事・祭りの参加などで厳しい制約
を受けました。しかし、農業や手
工業などを営んでねんぐを納め、
すぐれた生活用品をつくったり、
役人のもとで治安を守る役をはた
したり、芸能を伝えたりして、当
時の社会や文化を支えました」
（ 日 本 文 教 出 版 『 小 学 社 会 6
年』）

　私たちは長い間の教育や啓発に
よって、被差別部落に対する誤っ
た認識をしていたのです。
　では、なぜ教科書から『士農工
商』の記述がなくなったのでしょ
うか。
　１点目は、江戸時代には、この
他にも天皇・公家・神官・僧侶な
どが存在し、身分制度を表す語句
として『士農工商』は適当ではな
いと捉えられているからです。２
点目は、『士農工商』という上下
関係が適切ではないからです。武
士は支配層として上位になります
が、他の身分に上下関係はないと
指摘されています。被差別部落の
人も、武士の支配下にあったもの
の、百姓や町人等の下位の身分と
いう関係ではなかったとされてい
ます。
　部落史研究が進んだことで、教
科書は改訂されました。このよう
に、被差別部落に対する誤った意
識や認識を正し、差別をなくすこ
とが大切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

けんかした　ぼくからいおう　ごめんなさい　鳥里　武志（北鹿島小１年）

信じるの　　根拠の足りない　言葉たち　　　大島　秀太（東部中１年）

※学年は令和３年度人権標語
紹　介
人権標語
紹　介

ペットと楽しく暮らすために

　ペットを多頭数飼えないとわかっているときは、去勢・

避妊手術を受けましょう。

□避妊去勢手術のメリット

　望まない妊娠を避けられる。飼い主さんの知らないと  　

ころで子どもを産んで、増えることも少なくなるなどです。

□手術費用の一部を補助する制度もあります

　避妊手術　犬（１頭）５,０００円　　猫（１匹）４,０００円

　去勢手術　犬（１頭）３,０００円　　猫（１匹）２,０００円

猫は（避妊・去勢合わせて）

　　　　　　　１世帯につき３匹まで

❖予算がなくなり次第終了しますので、早めの申請をお願いします。

❖犬は、狂犬病予防法第４条により登録が義務づけられています。飼い犬は必ず登録しましょう。

❖市や保健所では、飼えなくなった動物や、保護された動物の引き取りはしていません。

　飼えなくなった場合、飼えない場合は、新しい飼い主を探すなどしてください。

❖犬や猫など動物を遺棄した場合は犯罪行為となり、１年以下の懲役または１００万円以下の罰金に

　処せられます。
　環境下水道課環境係　☎０９５４（６３）３４１６詳しくは

◉申請方法

　下記の書類等を市環境下水道課まで持参ください。

　①獣医師が発行する領収書の写し　②申請者本人名義の預金通帳　③認印　④市税の滞納がない証明書
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※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

1 日（土）
2 日（日）
8 日（土）
9 日（日）

10 日（祝）
15 日（土）
16 日（日）
22 日（土）
23 日（日）
29 日（土）
30 日（日）

植松建設　　　　　　☎（６２）３５２６
家永設備　　　　　　☎（６２）７１２９
池田設備左官工務店　☎０９０（８４０５）６２９８
佐賀庭苑　　　　　　☎（６２）８８１６
大隈設備工業　　　　☎（６２）１３０２
マツモト　　　　　　☎（６３）１８４１
中尾建設　　　　　　☎（６２）９２５７
兼茂　　　　　　　　☎（６３）１６１６
鹿島設備工業所　　　☎（６３）３２２８
宮園電工　　　　　　☎（６３）３１５１
鹿島工設　　　　　　☎（６３）１３２３

✿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10ページをご覧ください

日 在宅当番医 当番薬局

別府整形外科　☎（６３）３０６３2 日（日） 溝上薬局西牟田店

中村医院　☎（６３）９２３４9 日（日） アルナ薬局鹿島店

森田医院　☎（６３）３９５６10 日（祝） おおぞら薬局

織田病院　☎（６３）３２７５16 日（日） 溝上薬局スカイロード店

令和４年８月３１日現在

鹿島市

6 人能古見

－浜

北鹿島

男

女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

27,959

13,447

3,257

2,798

2,614

3,311

2,532

13,202

14,757

10,882

5,500

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

9 人 7 世帯

14 人 1 世帯

1,153 世帯 1 世帯

1,019 世帯

1,265 世帯

1,011 世帯

934 世帯

5 人

1 人

5 人

0 人

2 人

11 人

0 世帯

3 世帯

－ 3 世帯

5 世帯

市役所
保健センター

休館日はありません
市民交流プラザ

（かたらい）

子育て支援センター
（わ・わ・わ ぽっと）

生涯学習センター
（エイブル）

市民図書館

陸上競技場・市民球場・
社会体育館

産業活性化施設
（海道しるべ）

3・17・24・31 日（月）、
11 日（火）、27 日（木）

4・11・18・25 日（火）

3・17・24・31 日（月）、
11 日（火）

1・8・15・22・29 日（土）、
2・9・16・23・30 日（日）、10 日（祝）

3・17・24・31 日（月）、
11 日（火）

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

志田病院　☎（６３）１２３６23 日（日） 溝上薬局北鹿島店

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

□ファミリーサポートセンター
　『ファミサポ５周年記念 お祝いコラボ 幸せゆずり会』
おさがりの子ども服、おもちゃなどのおゆずり会を開催します。

と　き　11 月 13 日（日）13 時～ 15 時　　ところ　エイブル

※人数を制限しながら、場内へ案内します。おゆずり品がなくなり次第終了します

～親子あそびのご案内～

『芋ほり体験しませんか？』

と　き　10 月 28 日（金）10 時～

　　　　※雨天時 11 月７日（月）

ところ　鹿島福祉作業所

申込先　子育て支援センター ※先着 10 組

『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》

ところ　子育て支援センター

対　象　５か月～就学前児と保護者

※詳細は Facebook をご覧ください

干潟交流館
（なな海）

3・17・24・31 日（月）、
11 日（火）

納富病院　☎（６３）１１１７30 日（日） なごみ薬局

4・11・18・25 日（火）、
10 日（祝）

－

－

－

－
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　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　☎０９５４（６３）３３７３

詳しくは

　毎月１９日は『食育の日』です。

　市食生活改善推進協議会では、料理教室を

開催しています。

　どなたでも参加できますので、希望する人

は保健センターまでお申し込みください。

と　　き　10 月 19 日（水）10 時～ 14 時

と　こ　ろ　エイブル２階調理実習室

参　加　費　300円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾、マスク

申込期限　10 月 12 日（水）

食改さんの料理教室食改さんの料理教室

　65歳以上の人を対象に９月から地区の公民館

や保健センターで結核健康診断を行っています。

　対象地区の日程で健診を受けていない人は、ぜ

ひ受診してください。対象の人には、受診票（ハ

ガキ）を送付しています。

と　　き　10 月 11 日（火）９時 30 分～ 11 時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

そ　の　他　◆料金は無料です。

　　　　　◆受診票をお持ちでない人は、当日受

　　　　　　付で申し出ください。

　　　　　◆撮影のときは、薄手のシャツや肌着

　　　　　　を着用できますが、ボタンや刺繍、

　　　　　　金具の入ったものは着用できません。

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

国保の人の特定健診を行います。

希望する人は保健センターまでお

申し込みください。

特定健診を実施します特定健診を実施します

と　　き　11 月 25 日（金）

　　　　　受付 17 時 30 分～ 19 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

料　　金　500円

　今年度、すでに国保特定健診を受診した人、国保

人間ドック・脳ドックの助成を受けた人は受診でき

ません。対象者には事前に受診票、受診券を配布し

ていますが、紛失した人はご連絡ください。

※歯周疾患検診も行いますので、歯磨きをして

　お越しください。

　市では次のようにインフルエンザ予防接種の費

用助成を行います。希望する人は直接医療機関へ

お申し込みください。

対　象　者　中学３年生までの子どもで希望する人

期　　間　10 月１日～１月 31日

接種回数　13 歳未満：２回　13歳以上：１回

助　成　額　1,000 円／回

自己負担金　接種費用から助成額（1,000 円）を引いた額

持　参　品　母子健康手帳、健康保険証（住所確認用）

接種場所　市内の実施医療機関と谷口医院（嬉野市）

❖期間内に上記接種場所以外で接種を受けた人に

　も、助成額を払い戻します

　①領収書、②印鑑、③通帳、④接種済証または母子

　健康手帳を持参のうえ、令和５年３月 31 日まで

　に保健センターへ申請してください。

中学３年生までの
　インフルエンザ予防接種
中学３年生までの
　インフルエンザ予防接種　県内のインフルエンザ予防接種実施医療機関で受け

ることができます。希望する人は、事前に直接医療機

関へお申し込みください。

対　象　者　①65 歳以上で希望する人

　　　　　②60 ～ 64 歳で心臓・腎臓・呼吸器などに

　　　　　　重い障がいのある人

期　　間　10 月１日～１月 31日

　　　　　※医療機関によって異なる場合があります

接種回数　１回

自己負担金　1,300 円（医療機関の窓口でお支払いください）

　　　　　※生活保護世帯および中国残留邦人支援給付世帯の人は無料

持　参　品　健康保険証（住所確認用）

　　　　　健康手帳またはおくすりノート（済証貼付用）

　　　　　新型コロナウイルスワクチン接種済証

　　　　　（接種間隔確認用）

❖新型コロナワクチンとの同時接種が可能になりました。

　かかりつけ医へご相談ください。

高齢者の
　インフルエンザ予防接種
高齢者の
　インフルエンザ予防接種
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　　　　　　忙しくて何度も健診（検診）を受ける時間がない人などにおすすめです。ぜひご利用ください。

と　　き　10 月 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。

　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

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　区月　日 対　象　区

❖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

10月 25 日
（火）

11月 22 日
（火）

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

★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

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
10 月 21 日

（金）

10月 18 日
（火）

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

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）

高津原①・番在開拓・大宮田尾・小宮道・
東塩屋・西塩屋

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

10 月 23 日
（日）

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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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

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

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

診の対象となりましたので、かかりつけ医にご相談ください。　

　検温、マスクの着用など感染症対策をして受診してください。

と　　き　10 月１日（土）～令和５年１月 31日（火）

　　　　　※下記の生まれの方は、期間が異なりますのでご注意ください。

　　　　　　昭和 22 年 10 月生まれ：11 月１日（火）～令和５年１月 31 日（火）

　　　　　　昭和 22 年 11 月生まれ：12 月１日（木）～令和５年１月 31 日（火）

　　　　　　昭和 22 年 12 月生まれ：令和５年 1 月 4日（水）～令和５年 1月 31 日（火）

と　こ　ろ　県内後期高齢者健診実施医療機関（市内は 11 医療機関）

内　　容　問診、身体計測、血液検査、尿検査、診察

対　象　者　⦿75 歳以上の人（昭和 22年 12 月 31 日以前に生まれた方）

　　　　　⦿65 歳以上 75歳未満で一定の障がいがあり認められている人

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

料　　金　無料

持　参　品　受診券、受診票、後期高齢者医療被保険者証

　　　　　※受診券、受診票は郵送します

　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。

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。

月　日 対　象　区月　日 対　象　区

10 月３日
（月）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

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

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

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

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

　保健センター（エイブル１階）

　☎０９５４（６３）３３７３

詳しくは
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エイブルからのお知らせなど

市民図書館　☎０９５４（６３）４３４３詳しくは

□視力が弱い方や高齢の方のための読書案内

　『読書がしたい！でも小さい文字は読みづらい・・・』そんな方には、

大活字本や朗読 CD がおすすめです。

◆大活字本（レファレンスコーナー前にあります）

　読みやすいように文字が大きく印刷されています。

　・小説・時代小説・エッセイなど

　・こども向けもあります

◆朗読 CD（一般視聴覚コーナーにあります）

　読書を耳で楽しみたい人におすすめです。

　・文学作品や昔話、落語・漫談・古典芸能、お経・法話、日本の

　　歴史的演説（政治家 / 大正時代・昭和戦前）など

□９月の特別整理とシステム更新による休館へのご協力ありがとうございました

　より利用しやすい書架・ホームページにリニューアルしましたので、ぜひご利

用ください。

　鹿島市出身の画家 金子剛さんの作品を

10月2日（日）から展示します。

　金子さんは、2017年の第83回東光展

で文部科学大臣賞を受賞されました。

　今回は、大学生時代の作品をはじめ、

現在までに制作された多くの作品の中か

ら数点ずつ、３期に分けて紹介します。

【第１期展示】10月30日（日）まで

【二人】

床の間
コーナー

市　民
図書館 図書館からのお知らせ

⦿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

に行ってみよう

❖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

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）

　　　　　開演 14 時 30 分（開場 14 時）

　ところ　エイブルホール【全席指定】

　料　金　大　　人 3,000 円　        

　（税込）　高校生以下 1,500 円　

　　　　　※会員各 500 円引き

　発売日　会員先行発売 10 月９日（日） 一般発売 10 月 16 日（日）

　プレイガイド　エイブル２階窓口、ゆめタウン武雄、佐賀市文化会館

　　　　　※先行販売はエイブルのみ　※当日各 500 円増し

　　　　　※前売券が完売の場合、当日券の販売はありません。

　　　　　※車いす席あり（事前にお申込みください）

　　　　　※未就学児の入場不可（託児あり、要申込　11/6〆切）

柳家権太楼柳家権太楼 柳家さん喬柳家さん喬

エイブル × ファミサポ　共催　『幸せゆずり会』
　子ども用品おゆずり会（新生児～ 100cm の洋服及びおもちゃなど）

　と　き　11 月 13 日（日）13 時～　ところ　エイブル 3 階　参加費　無料

　主　催　鹿島市ファミリー・サポート・センター　        

　10 月末まで、おゆずり品募集中！！ 詳細はエイブルの木 10 月号をご覧ください

　問合せ　鹿島市ファミリー・サポート・センター ☎０９５４（６３）０８７４

　　　　　鹿島市子育てサークル『ママちゃんズ』 　☎０９０（６７７１）６２４７

金子 剛 作品展
～故郷に帰る、故郷へ還す～

たかし

ギャラリートーク開催
と　き　10月30日（日）

　　　　10時～

ところ　エイブル３階研修室

講　師　金子 剛さん 

※事前に申込みが必要です

☎０９５４（６３）２１３８

ところ定員 開講期間講　座　名 講　師 受講料

≪会員限定≫　
地球温暖化を防ぐために
～カーボンニュートラルの実現に向けて～

≪公開講座≫　
秋の森で虫こぶを探しましょう
～植物と昆虫の不思議な関係～

８人 無　料

20 人
エイブル正面玄関

集合
無　料

徳田　誠さん
（佐賀大学農学部准教授）

九州電力㈱武雄営業所
ホームアドバイザー

10 月 13 日（木）
10 時 30 分～ 13 時

[１回限り ]

エイブル２階
調理実習室

10 月 22 日（土）
９時 30 分～ 12 時

[１回限り ]
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情報掲示板　◇　お知らせ

お知らせ

　８月１日から運転免許証を自主返納ま

たは失効された人で運転経歴証明書をお

持ちの人は、タクシー利用時に提示する

ことで、従来の１割引に、県がさらに１

割引して利用しやすくなりました。

詳しくは　総務課防災係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１２

と　　き　11 月 12 日（土）10 時～

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社参集殿

対　　象　市内小学生

※QR コードから大会

　参加申し込みをお願

　いします。大会の詳

　細も参照できます。

詳しくは　祐徳いろはかるた実行委員会 諸岡

　　　　　☎０９０（４７７１）６９９８

　　　　    yutoku.karuta@gmail.com

　下水道認可区域以外で浄化槽を設

置する人は、補助の対象になります。

希望する人は、着工前に申請してく

ださい。ただし、浄化槽設置者講習

会受講など必要条件があります。

対象浄化槽・予定補助金

　５人槽　332,000 円（130 ㎡未満住宅）

　７人槽　414,000 円（130 ㎡以上住宅）

　10 人槽　548,000 円（二世帯住宅）

申請期限　補助予定数終了まで（先着順）

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１６

　稲わらの焼却は、交通障害や地域

住民の煙害に対する苦情の要因にも

なります。稲わらは燃やさず、地力

維持のため“すき込み”などを行い

有機物として水田に還元しましょう。

稲わらすき込みのメリット

◆有効な微生物が多くなるなど、地

　力が高まり生産が安定する

◆土壌が軟らかくなり、耕うん作業

　が容易になる

◆土壌の養分が高まり、肥料の削減

　が期待できる

稲わらを上手にすき込むポイント

◆カッターを『長』に切り替え、　

　15センチ以上にカットする

◆すき込みが浅いとわらの密度が高

　くなるため、通常より深く耕して

　多量の土と混ぜる　

詳しくは　農林水産課農政係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１３

　　　　　環境下水道課環境係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１６

❖ライト点灯運動実施期間❖
１０月１日～１２月３１日

　秋から年末にかけての夕暮れ時は、

児童・生徒の下校、会社帰り、買い

物等で人と車の動きが活発になる時

間と、日没でドライバーから歩行者

が見えにくくなる時間が重なること

から、交通事故が増加する傾向にあ

ります。車が早めにライト（前照

灯）を点灯すれば、お互いを早く発

見しやすくなり、交通事故防止につ

ながります。

◇早めにライト（前照灯）を点灯する

　※17 時点灯を推奨

◇歩行者、自転車利用者は反射材用

　品を身に付ける

◇前照灯は原則上向き（ハイビーム）

　で、上向き下向きをこまめに切り

　替える

詳しくは　総務課防災係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１２

夕暮れどきの早めの
ライト点灯運動実施中！

稲わらは焼却せず
有効活用を！

鹿島警察署管内

佐 賀 県 内

鹿 島 市 内

12,561 件（＋303）

674 件（＋010）

358 件（＋041）

物損事故数

令和４年８月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

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

2,079 件（－174）

89 件（－041）

55 件（－006）

2,665 人（－202）

102 人（－061）

64 人（－012）

12 人（－03）

0 人（－03）

0 人（－01）

人身事故数 死者数 傷者数

来年度小学校に入学する新入学児童の
健康診断を行います

鹿 島 小 学 校 10 月 05 日（水）

期　日 受　付 開　始

13 時 30 分～ 13 時 50 分 14 時～

学　校　名

能古見小学校 10 月 14 日（金）13 時 30 分～ 14 時 00 分 14 時 15 分～

古 枝 小 学 校 10 月 05 日（水）13 時 30 分～ 13 時 50 分 14 時～

浜 小 学 校 10 月 14 日（金）13 時 30 分～ 13 時 45 分 14 時～

北鹿島小学校 10 月 06 日（木）13 時 30 分～ 13 時 50 分 14 時～

七 浦 小 学 校 10 月 20 日（木）13 時 30 分～ 14 時 00 分 14 時～

明 倫 小 学 校 10 月 18 日（火）13 時 30 分～ 13 時 50 分 14 時 5 分～

対　　象　平成28年４月２日～平成29年４月１日生まれ

と　こ　ろ　各小学校

詳しくは　教育総務課学校教育係　☎０９５４（６３）２１０３

家庭用浄化槽補助金
申請のお知らせ

『運転経歴証明書』提示で
タクシー運賃が２割引きされます

祐徳いろはカルタ大会
参加者募集のお知らせ



１９広報かしま　Ｒ4（2022）年 10 月号

　１０月１日から要介護認定・要支

援認定申請書に医療被保険者番号の

記載及び写しの添付が新たに必要と

なります。医療被保険者証の写しが

ない場合は受付することができませ

ん。申請書様式については、杵藤地区

市町村圏組合・介護保険事務所の

ホームページをご覧ください。

申請時に必要なもの

・介護保険被保険者証

・医療被保険者証（国保、後期高齢等）

・印鑑

詳しくは　地域包括支援センター

　　　　　☎０９５４（６３）２１６０

　解雇やパワハラなど、年間を通じ

て無料で相談をお受けします。

受付時間　８時 30分～ 17時 15 分

　　　　　※土・日・祝日を除く

■重点受付週間の開催　

と　き　10月24日（月）～10月30日（日）

月～金　８時30分～20時（来所は19時まで）

土・日　９時～ 17 時（来所は 16 時まで）

詳しくは　佐賀県労働委員会事務局

　　　　　（佐賀県庁南館３階）

　　　　　☎０９５２（２５）７２４２

　『10 月 17 日（月）～ 23 日（日）は

行政相談週間です』

　手続や申請をどこに相談したらよ

いか分からないなど、行政に関する

相談をお受けします。

※相談無料、秘密は厳守します

と　　き　10 月６日（木）13時～ 15時

と　こ　ろ　鹿島市役所５階大会議室

詳しくは　総務省佐賀行政監視行政相談センター

　　　　　☎０９５２（２２）２６５１

情報掲示板　◇　お知らせ・講習会・教室

　例年、源泉徴収義務者の皆様に送

付しておりました年末調整関係手引

等につきましては、行政のデジタル

化を踏まえ、見直しを行うこととし

ました。

　今後は、改正事項（昨年からの変

更点）や国税庁ホームページ等を案

内したリーフレットを送付しますの

で、ご理解いただきますようお願い

申し上げます。

　なお、年末調整関係手引等は、国

税庁ホームページの『年末調整がよ

くわかるページ』に掲載いたします。

※年末調整関係手引等以外（納付書

　等）は、例年通り発送予定です

詳しくは　武雄税務署法人課税部門

　　　　　☎０９５４（２３）５２９７

■各種作業の注文をお受けします

　『農作業』『庭木剪定』『家事』など

■刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソーなど

と　　き　10 月 20 日（木）８時 30 分～

※当日ご都合がつかない人は、前日

までにセンターへご持参ください。

■会員を募集しています

対　　象　60歳以上または来年３月

　　　　　までに60歳になる人

説　明　会　10 月 20 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

　本人通知制度とは、住民票の写し

や戸籍などを、本人の代理人や第三

者など本人以外の者に交付したとき

に、事前に登録した本人に交付の事

実を通知し、本人以外の者による不

正請求を抑止し個人の権利の侵害を

防止するための制度です。通知を希

望する人は、事前に登録申し込みが

必要です。

登録できる人

鹿島市に住民票または戸籍がある人

（除籍された人など、鹿島市の戸籍に記載されている人を含む）

※同一世帯・戸籍であっても個人単位の申し込み

詳しくは　市民課市民年金係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１７

講習会・教室

　いつまでもおいしく楽しく食べる

ことは健康の基本です。自立した食

生活で健康長寿を目指しませんか。

新型コロナウイルス感染症対策とし

て調理実習は行わず、座学と自宅で

できる簡単な体操を取り入れた教室

となっています。

今回のテーマ“筋活でロコモ予防をしよう”

と　　き　10 月 26 日（水）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

講　　師　溝上薬局　管理栄養士

対　　象　おおむね 65歳以上の男性

定　　員　先着 10 人

持　参　品　筆記用具、マスク

申込期限　10 月 21 日（金）

※状況により中止になる場合があります

詳しくは　地域包括支援センター

　　　　　☎０９５４（６３）２１６０

労使間のトラブル　お気軽にご相談を
～労働委員会～

特設行政相談所を
開設します

年末調整関係手引等
について

介護申請について

お気軽にご相談、注文ください！
シルバー人材センター

シニア男性のための
栄養教室

詳しくは　企画財政課秘書係　☎０９５４（６３）２１００

令和４年８月分の市長交際費を公表します

15,000円 令和 4年度累計　54,240 円合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

会　費 ８月 4日 10,000円 有明海沿岸地域振興フォーラム

会　費 ８月25日 5,000円 鹿島機械金属工業会意見交換会会費

『本人通知制度』を
実施しています

◉市税集合徴収分
◉介護保険料
◉後期高齢者医療保険料
第５期の口座振替日

１０月３１日（月）
（預貯金残高の確認をお願いします）



２０ Ｒ4（2022）年 10 月号　広報かしま

情報掲示板　◇　講習会・教室・募集・試験

と　　き　10 月７日～ 12 月 23 日

　　　　　毎週金曜日 10 時～ 11 時 30 分

と　こ　ろ　七浦体育館

内　　容　ストレッチ、リズムダンス、

　　　　　筋力トレーニング　など

対　　象　おおむね 40 歳以上

参　加　費　無料

持　参　品　マスク、タオル、体育館シューズ、

　　　　　動ける服装、飲み物　など

※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

　鹿島史談会では、郷土の歴史など

偶数月に会員や外部講師による講座

や年１回の見学会を行っています。

　誰でも参加できます。一緒に歴史

を楽しみましょう。

と　　き　10 月 20 日（木）12 時～ 16 時 30 分

　　　　　（鹿島市役所前に 12 時集合出発）

と　こ　ろ　佐賀城本丸歴史館

内　　容　特別展『生誕200年 島 義勇』

　　　　　ボランティアおよび学芸員説明

参　加　費　1,200 円

　　　　　（各自、昼食は済ませておいてください）

申込期限　10 月 11 日（火）

※福祉バスの定員に限りがありますので、先着順に決定します

詳しくは　鹿島史談会事務局　野田

　　　　　☎０９５４（６２）２０９７

　災害への認識を深め、防災の意識

向上、これに対処する心構えを考え

る機会とするため、古枝地区自主防

災組織と連携した防災訓練を開催し

ます。観覧・参加は自由ですので、

ぜひご来場ください。

●古枝地区防災訓練

と　　き　10 月 30 日（日）８時 30 分～

と　こ　ろ　林業体育館（古枝）

内　　容　

　避難訓練のほか、佐賀地方気象台に

よる講演や認知症サポーター養成講

座など防災をテーマにした学習を予

定しています。

詳しくは　総務課防災係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１２

　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。

と　　き　10 月 27 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　女性の人権を守ろう

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

■ポリテクセンター佐世保

対　象　者　職業訓練受講希望者

施設見学会　10月13日（木）・26日（水）

　　　　　13 時～ 15 時

訓練体験会　10 月６日（木）14 時～ 16 時 30 分

携　行　品　筆記用具、キャップ

詳しくは　ポリテクセンター佐世保

　　　　　☎０９５６（５８）３１１８

　ケーブルテレビ＆インターネット

で開催します。血糖値、肝臓が気にな

る人、お酒が好きな人はぜひお気軽

にご覧ください。（１１月上旬～テレ

ビ放映・１１月１日ネット配信）

講　　演　

『肝臓をガンから守る。　　　　　　

～糖尿病、脂肪肝からの発　　　　　

癌が増加し続ける時代～』

講　　師　嬉野医療センター

　　　　　　消化器科医長  有尾啓介 さん

詳しくは　鹿島藤津地区医師会 

　　　　　☎０９５４（６３）３９６９

募　集

①リズムジャンプ体験教室

と　　き　11 月 11 日～ 12 月９日

[ 全５回］　毎週金曜 20 時～ 21 時

と　こ　ろ　のごみふれあい楽習館体育館

対　　象　小学１年生～一般

定　　員　20 人程度

参　加　費　2,000 円／１人

申込期限　11 月６日（日）

②鹿島市ミニバレー大会

と　　き　11 月６日（日）８時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　鹿島市民体育館

対　　象　一般（９人／１チーム）

　　　　　地域や仲間で参加してください

参　加　費　2,000 円／１チーム

申込期限　10 月 30 日（日）

申込・問合せ先

　スポーツライフ・鹿島事務局

　（鹿島市体育協会内）

　☎０９５４（６２）３３７９

と　　き　10 月 29 日（土）10 時～ 12 時

と　こ　ろ　道の駅鹿島（ガタッコハウス）

参　加　料　無料

※ピアノやギター等の生演奏をバックに、唱

　歌や昔はやった歌を一緒に歌います。コロ

　ナのおかげで減った会話時間を歌を歌って

　解消しましょう。当日はマスク着用のうえ、

　間隔を十分にとって歌っていただきます。

詳しくは　歌声喫茶かしま 代表 平田

　　　　　☎０９５４（６２）５６４６

採用・試験

　詳細は下記に連絡し、願書をお取

り寄せください。

□陸上自衛隊高等工科学校生徒

　受験資格　男子で中卒（見込含む）17 歳未満

　受　　付　

　◇推　薦　10月１日（土）～12月２日（金）

　◇一　般　10 月１日（土）～令和５年１月６日（金）

□自衛官候補生

　受験資格　18 歳以上 33 歳未満

　受　　付　年間通じて募集

詳しくは　自衛隊武雄地域事務所

　　　　　☎０９５４（２３）８３０４

スポーツライフ・鹿島
大会・体験教室のお知らせ

令和４年度
自衛官採用試験

鹿島史談会　現地研修

ロコモ予防運動教室

令和４年１０月開催
施設見学会 ・訓練体験会

自主防災組織と連携した
防災訓練

人権学習会を開催します

歌声喫茶かしま

糖尿病・肝がん市民公開講座
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情報掲示板　◇　相談・イベント

相　談

　事前に申し込みが必要です。

と　　き　10 月９日（日）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀県労働会館３階（佐賀市）

相談内容　労働、借金、相続など

申込・問合せ先（電話での相談可）

　佐賀県労働者福祉協議会

　ライフサポートセンターさが

　☎０１２０（９３１）５３６

と　　き　10 月 16 日（日）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　嬉野市コミュニティーセ

　　　　　ンター楠風館第１研修室

相談内容　遺言作成、相続、農地転用、

　　　　　外国人在留資格手続　など

※予約制（相談時間 30 分）当日予約可

詳しくは　佐賀県行政書士会杵藤支部　大塚

　　　　　☎０９５４（６８）０２２５

　『公証週間』（10 月１日～７日）に

合わせて、遺言の作成や相続の無料

相談会を開催します。

と　　き　10 月３日（月）～５日（水）

　　　　　９時～ 16 時  ※１日７組

と　こ　ろ　佐賀公証人合同役場（佐賀市）

詳しくは　佐賀公証人合同役場（要申込）

　　　　　☎０９５２（２２）４３８７

◆無料法律相談（市民優先）　市役所５階

　20 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

　27 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

　20 日（木）受付 13 時～ 14 時 30 分　13 時開始

　総務課 ☎（６３）２１１１

◆人権相談　かたらい３階健康相談室

　６日（木）９時～ 12 時

◆厚生年金・国民年金相談（要予約）

　4・18 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

◆消費生活相談　商工観光課　

　毎週月・金曜日９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

新世紀センター２階会議室

◆住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　８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）

　25 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

◆鍼灸マッサージ無料健康相談・治療体験

　９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）

　19 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

　25 日（火）10 時～ 16 時　要予約

新世紀センター２階会議室２

　NPO 法人それいゆ☎０９５２（３７）０２５０

◆納税相談（要予約）　税務課

　月曜日～金曜日（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）

　21 日（金）13 時～ 16 時　かたらい３階会議室

　社会福祉協議会 ☎（６２）２４４７

◆生活お困りごと相談（要予約）

　月曜日～金曜日９時～ 17 時　かたらい３階

　生活自立支援センター（社会福祉協議会内）

　　　　　　　　 ☎（６２）２４４７

イベント

　市役所で毎週開催されている高齢

者の陶芸サークルで作製した花瓶や

湯のみ、皿などの作品展示を開催し

ます。ぜひお越しください。

と　　き　10月20日（木）～21日（金）

　　　　　９時 30 分～ 16 時 30 分

と　こ　ろ　市役所１階ホール

詳しくは　保険健康課長寿社会係

　　　　　☎０９５４（６３）２１２０

と　　き　10 月２日（日）８時～ 14 時

と　こ　ろ　北公園テニスコート

対　　象　高校生以上

参　加　費　無料（事前申込不要）

※食事・飲み物各自用意、当日朝の体温

　測定、消毒、マスク着用（プレー以外）

　主催　鹿島ローンテニスクラブ

詳しくは　生涯学習課スポーツ係

　　　　　☎０９５４（６３）２１２５

　男女共同参画社会づくりのイベン

ト第３７回『鹿島市みんなの集い』を

開催します。青空市場の部では食品・

手工芸品・雑貨などの物品販売の出

店者を募集します。要件など、詳しく

はお問い合せください。

と　　き　令和５年３月 12 日（日）

　　　　　９時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　エイブル前駐車場

申込期限　11 月 30 日（水）

出　店　料　500円（テント1/2張）

詳しくは　生涯学習課社会教育・文化係

　　　　　（みんなの集い事務局）

　　　　　☎０９５４（６３）２１２５

　ラムサール条約推進協議会では毎

年、市民の方々や企業団体の御協力

のもと肥前鹿島干潟を中心に清掃活

動を実施しています。秋のイベント

として従来の清掃活動にスポーツの

要素を取り入れ、ボランティア活動

を楽しんで取り組んでいただけるよ

うに、ガタピカイベントを開催しま

す。

と　　き　10 月 30 日（日）

　　　　　９時30分～12時（受付9時～）

と　こ　ろ　新籠海岸・見晴らし台付近

申　込　先　ラムサール条約推進室

申込期間　10月３日（月）～20日（木）

※状況により中止となる場合があります

詳しくは　ラムサール条約推進室

　　　　　☎０９５４（６３）３４１６

弁護士による
無料法律相談会

その他の相談

陶芸サークル作品の
展示のお知らせ

体育の日大会　開催

暮らしの手続き
無料相談会

公証人による
遺言等無料相談会

みんなの集い
『青空市場』 の出店者募集

ガタピカイベント



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　
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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

　　　　　　　　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》

　気候変動などのグローバルな社会課題と地域の社会課題の解

決に尽力し、持続可能な地域創生・まちづくりをお手伝いします。

日本工営 株式会社

《取組事例》

　各種新聞雑誌に法律に関するコラム等を執筆し、正しい

法律や人権についての知識を発信しています。

TNY国際法律事務所

《取組事例》

　酒蔵ツーリズムを通じて地域活性化に寄与するとともに、電子

ファイル活用によるペーパーレス化などにも取り組んでいます。

　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

幸姫酒造 株式会社 関
連
し
て
い
る
ゴ
ー
ル

関
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し
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る
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ー
ル

関
連
し
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る
ゴ
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　市では、防災無線（告知放送受信機）を無償貸与しております。設置を希望される人は、同意書の提出が必要

です。

●防災無線（告知放送受信機）でできること

　・防災無線の放送受信（例：火災・災害等の情報、市役所・警察等からのお知らせ等）

　・区長等からの地区行事等に関する放送受信

　・ＦＭ佐賀、ＮＨＫ佐賀のラジオ受信

対象者

　①鹿島市内に居住用家屋を新築（または購入）された人

　②新たに福祉施設（グループホーム、宅老所など）を設置された施設管理者

　③機器が未設置のアパート等の借家で、新たに入居された建物を所有する施

　　設の管理者（オーナー又は不動産会社）

設置費用

　原則１台まで無料（無償貸与）

　※ただし、コンセント工事などが必要な場合は一部負担有

有料設置となる場合

　以下の場合は有料設置となります。

　①会社や事業所等への設置

　②個人宅で２台目設置を希望する人

　③過去に『設置に同意しない』と回答された人

　④既に設置してある受信機の移設（建替えや場所変更）

　市では、防災無線（告知放送受信機）を無償貸与しております。設置を希望される人は、同意書の提出が必要

です。

●防災無線（告知放送受信機）でできること

　・防災無線の放送受信（例：火災・災害等の情報、市役所・警察等からのお知らせ等）

　・区長等からの地区行事等に関する放送受信

　・ＦＭ佐賀、ＮＨＫ佐賀のラジオ受信

対象者

　①鹿島市内に居住用家屋を新築（または購入）された人

　②新たに福祉施設（グループホーム、宅老所など）を設置された施設管理者

　③機器が未設置のアパート等の借家で、新たに入居された建物を所有する施

　　設の管理者（オーナー又は不動産会社）

設置費用

　原則１台まで無料（無償貸与）

　※ただし、コンセント工事などが必要な場合は一部負担有

有料設置となる場合

　以下の場合は有料設置となります。

　①会社や事業所等への設置

　②個人宅で２台目設置を希望する人

　③過去に『設置に同意しない』と回答された人

　④既に設置してある受信機の移設（建替えや場所変更）

　総務課防災係

　☎０９５４（６３）２１１２

　総務課防災係

　☎０９５４（６３）２１１２

詳しくは

防災無線（告知放送受信機）の無償貸与について

設置委託業者　

　（株）ネットかしま　☎０９５４（６３）１８６２
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