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平成２５年６月３０日現在

市の市の花花 さくさくららきんもくせきんもくせいい市の市の木木

　鹿島の夏といえば、やっぱり

『鹿島おどり』。今年は８月９日

（金）・１０日（土）の２日間開催さ

れます。

　また、１０日の鹿島おどり終了

後、２１時から『鹿島納涼花火大

会』も開催されます。打上場所は

鹿島川河川敷です。（観覧場所は

ありません。）

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯１２＋人３０＋世帯１０,７４５人３１,２６３

世帯６＋人３－世帯　５,３３９人１４,３９２鹿　　島

世帯２－人５－世帯　１,１５８人  ３,７４０能　古　見

世帯３＋人１５＋世帯　１,０１５人  ３,２０４古　　枝

世帯１＋人１＋世帯　１,０４９人  ３,１１５浜

世帯５＋人１７＋世帯　１,２２４人  ３,６９０北　鹿　島

世帯１－人５＋世帯　　　９６０人  ３,１２２七　　浦

人２２＋人１４,７１６男

人８＋人１６,５４７女
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申込書等の請求　下記のいずれかの方法で入手できます。

　①市役所３階総務課で交付します。

　②申込書類の郵送による請求は、封筒の表面には　

　　『採用試験申込書請求』と朱書きし、裏面には　

　　『請求された人の住所、氏名』を記入の上、必ず

　　１２０円（返信を速達で希望する場合は３９０円）

　　切手を貼った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、右記の申込先へ請求してください。

　③鹿島市ホームページからダウンロードできます。

受付期間

　８月１日（木）～８月１６日（金）

　８時３０分～１７時１５分（土・日曜を除く）

第一次試験

　と　き　９月２２日（日）９時３０分集合

　ところ　エイブルおよび市民会館

 

　　〒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

　　緯０９５４（６３）２１１３

申込・問合せ先

職　務　内　容採用予定受　験　資　格試験の程度試験区分

一般行政の業務に
従事

若干名
（Ａ、Ｂ合わせて）

昭和５８年４月２日から平成４年４月１日までに生
まれた人で、採用後、鹿島市内に居住できる人

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８年４月１日までに生
まれた人で、採用後、鹿島市内に居住できる人

教養試験【高卒程度】一般事務Ｂ

土木技術、一般行
政の業務に従事

若干名
（Ｃ、Ｄ合わせて）

昭和５３年４月２日から平成４年４月１日までに生
まれた人で、採用後、鹿島市内に居住できる人

教養試験および専門試験
【大卒程度】

土　木　Ｃ

平成４年４月２日から平成８年４月１日までに生
まれた人で、採用後、鹿島市内に居住できる人

教養試験および専門試験
【高卒程度】

土　木　Ｄ

建築技術、一般行
政の業務に従事

若干名

昭和４８年４月２日から平成４年４月１日までに生
まれ、採用後、鹿島市内に居住できる人で、１級
建築士資格取得者または平成２６年３月末までに
１級建築士資格取得見込みの人

教養試験および専門試験
【大卒程度】

建　築　Ｅ

保健師、一般行政
の業務に従事

若干名

昭和５８年４月２日から平成４年４月１日までに生
まれ、採用後、鹿島市内に居住できる人で、保健
師資格取得者または平成２６年３月末までに保健師
資格取得見込みの人

教養試験および専門試験
【大卒程度】

保　健　師Ｆ

採 用 情 報

鹿島市職員を募集します

恭杵藤地区広域市町村圏組合　介護保険事務所　嘱託職員募集

応募方法

　履歴書（写真付き）および資格証の写し各１通を応募

　先まで持参または郵送してください。

募集期間

　８月５日（月）～９月６日（金）

選考方法

　面接試験（日程は、募集締切り後に通知します）

応募先

　　〒８４３－００２３

　　武雄市武雄町大字昭和１番地２

　　杵藤地区広域市町村圏組合事務局総務課

　　緯０９５４（２３）５１４２

 

　　杵藤地区広域市町村圏組合介護保険事務所

　　緯０９５４（６９）８２２２

詳しくは

職　務　内　容採　用　期　間応　募　資　格募集人員

地域密着型サービスおよび

地域包括支援センター業務

指導など

平成２５年１０月１日～

平成２６年３月３１日
（勤務状況により５年を限度

として更新あり）

・県内に居住している人

・パソコンが実務レベルでできる人

・普通自動車運転免許を有する人

・介護支援専門員の資格を有し、資格

　取得後３年以上の実務経験がある人

介護保険サービス

業務指導員　１人

その他の採用情報
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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

胸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。

胸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。

恭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。

 

　　佐賀県後期高齢者医療広域連合　業務課給付係

　　緯０９５２（６４）８４７６

詳しくは

ジェネリック医薬品に関するお知らせ
～佐賀県後期高齢者医療広域連合からのお知らせ～

お
知
ら
せ

　佐賀県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。

　また、皆さんからの通知書に関する問い合わせにお答えするために、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。通知書裏面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。

　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。

障がいに関する手当のご案内
お
知
ら
せ

恭特別障害者手当

　　２０歳以上で、著しく重度の障がい状態にあるた

　め、日常生活において常時特別の介護を必要とする

　障がい者本人に支給されます。

恭障害児福祉手当

　　２０歳未満で、重度の障がい状態にあるため、日

　常生活において常時介護を必要とする障がい児本人

　に支給されます。

恭特別児童扶養手当

　　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対して支給されます。

　各手当とも支給制限や所得制限がありますので、詳

細はお尋ねください。

　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。

現況届の受付

　と　き　８月９日（金）～８月３０日（金）

　ところ　市役所１階福祉事務所

 　福祉事務所障がい福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは
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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に

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。

　児童扶養手当を受給するためには、福祉事務所への申

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。

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）した子ども

　②　母または父が死亡、生死が明らかでない子ども

　③　母または父が一定程度以上重度の障がいの状態

　　　にある子ども

　④　母または父が１年以上拘禁されている子ども

　⑤　母または父から１年以上遺棄されている子ども

　⑥　母または父が裁判所からＤＶ保護命令を受けた

　　　子ども

　⑦　婚姻によらないで生まれた子ども

　注　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。

支給期間

　潤子どもが１８歳になる年度の３月３１日まで

　潤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

められます。

　潤子ども１人の場合（月額）

　　　全額支給の場合　４１,４３０円

　潤子ども２人以上の加算額

　　　２人目　５,０００円

　　　３人目以降１人につき　３,０００円

胸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。

　次の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。

現況届の受付期間

　８月７日（水）、８日（木）、９日（金）

　　　　　　９時～１７時　市役所３階第３会議室

　８月９日（金）のみ

　　　　　　１７時～２０時　市役所１階福祉事務所　

 　福祉事務所社会福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは

　

　これまで、養育している児童が、配偶者が受給して

いる障害基礎年金の子の加算（以下『子加算』という。）

の対象となっている場合は、児童扶養手当の支給要件

（父または母が重度の障がいにある子ども）に該当した

としても児童扶養手当を受給することができませんで

した。 

　平成２３年４月からは、法改正によって障害基礎年金

の子加算と児童扶養手当の支給額を対象児童ごとに比

較して多い方を受給できるようになりました（両方を

受給することはできません。）。

　児童扶養手当を受給するためには申請手続きが必要

です。手当は申請月の翌月分からの受給となります。 

　制度や申請手続の方法などの詳しい内容については、

下記へお問い合わせください。

障害基礎年金についてのお問い合わせ

　武雄市武雄町大字昭和４３－６

　武雄年金事務所　　　　緯０９５４（２３）０１２１

児童扶養手当についてのお問い合わせ

　福祉事務所社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９

配偶者に重度の障がいがあり、お子さんを養
育している人へお知らせ

　　　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

お
知
ら
せ

台風時の停電に

備えましょう！

　 

　九州電力（株）武雄営業所

　緯０１２０（９８６）３０４

詳しくは

恭台風時の停電情報をチェック！

　　台風による停電時には、電話がつながりにくくなることがあります。

　　台風など非常災害時の停電情報は下記の九電ＨＰでもご確認できます。

　【携帯版】　http://kyuden.jp　　【ＰＣ版】　http://www.kyuden.co.jp

恭携帯メールサービス

　　台風による停電時には、ご登録いただいた携帯電話に停電情報をメー

　ル配信します。詳しくは上記ＨＰをご覧ください。
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受給中の人は更新をお忘れなく！！
－　母子家庭等医療費助成制度　－

お
知
ら
せ

　『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。

※寡婦については、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支給金額となり

　ます。

助成対象者

　　潤母子家庭・父子家庭の母および父

　　潤児童扶養手当の支給要件（４ページ参照）を満た

　　　している子どもまたは父母のいない子ども

　　潤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歳から就学前の子どもは、子どもの医療費助

　　　成が優先となります。

助成期間

　①子ども・・・・１８歳に達する年度の３月３１日まで

　②母・父・・・・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

更新手続きについて

　この助成を受給中の人は、毎年『母子家庭等医療費

助成受給資格証』の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。

受付期間（児童扶養手当現況届の受付期間と同じ）

　　　　　８月７日（水）、８日（木）、９日（金）

　　　　　　９時～１７時　市役所３階第３会議室

　　　　　８月９日（金）のみ

　　　　　　１７時～２０時　市役所１階福祉事務所　

持　参　品　①印鑑　　②受給資格証　　③健康保険証

　　　　　④保護者の預金通帳

　　　　　⑤養育費等の申告書

 　福祉事務所社会福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは

『佐賀県南西部消費者行政連携協議会』
を設立しました

お
知
ら
せ

　消費生活相談窓口などの業務を、鹿島市・嬉野市・

太良町の３市町による連携協議会を立ち上げました。

　市民の皆さんは『買え買え詐欺』や『送りつけ商

法』と言われる悪質な商取引に巻き込まれて困った経

験をされたことはありませんか？

　連携協議会では、同一の消費生活相談員が３市町に

設置する窓口を巡回しますので、複数回に及ぶ相談に

もスムーズに対応することができます。

恭相談日時

　受付時間　　９時３０分～１２時、１３時～１６時

※土・日・祝祭日の相談は佐賀県消費生活センター

　（緯０９５２（２４）０９９９）へ

 　商工観光課商工労政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

詳しくは

送り付け商法にご注意を！
【鹿島市での相談事例】

　注文した覚えのない商品が送られ、代金を請求され

支払った。支払後、同じ業者から電話があり、再度商

品を申し込んでいると言われたが、絶対に注文してい

ない。また商品が送られてこないか不安です。

【ひとこと助言】

　注文した覚えがないのに「注文されている」などと

言われて健康食品を送りつけられるトラブルの中で、

最近「注文したときの録音がある」「裁判に出す」など

と脅す手口も見られます。

　このようなケースでは、恐怖心や関わりたくないと

いう思いから、購入を承諾してしまうこともあります。

　一方的に「商品を送る」などと言われても、身に覚

えがなければきっぱり断りましょう。承諾していない

のに商品を送りつけられたときは、代金支払いの義務

はなく、受け取る必要もありません。断りきれずに承

諾し商品が届いてしまっても、クーリング・オフがで

きる場合があります。

　困ったときは、相談窓口にご相談ください。

（独立行政法人国民生活センター『見守り新鮮情報１６１号』一部抜粋）
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電　話　番　号相　談　日市町名

０９５４（６３）３４１２毎週　月・金曜日鹿島市

０９５４（４２）３３１０毎週　火・木曜日嬉野市

０９５４（６７）０３１２毎週　水曜日太良町
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　鹿島市立東部中学校の校舎のうち教室棟（２階建・２棟）が、築５０年を経過し老朽化していましたので、改築

（３階建・１棟）することになりました。（図面参照　※網掛けの２棟などが解体されます。）

　工期は、９月から２６年１２月の予定で、教室棟の解体工事が９月中旬から始まります。

　教室棟は、５０年の長きにわたり生徒の学舎となり、約 １１，９００人の卒業生を輩出しています。卒業生や

地域の皆さんにとっては、格別の想い出がある校舎だと思います。

　解体前の今年の夏休み期間中に、教室棟を一般開放しますので、個人・同級生・家族などで懐かしい校舎をご見

学ください。

　開放期間

　　　８月２８日（水）まで（土日を除く）

　開放時間

　　　９時～１６時

　連絡事項

　　　①見学を希望される人は、必ず事務室また　

　　　　は職員室に直接申し出ください。

　　　②団体での見学の場合は、事前に学校へご　

　　　　連絡ください。

　　　③この期間中は、仮設校舎建設（運動場）や　

　　　　管理棟改修（見学不可）工事が行われてい　

　　　　ますので、ご注意ください。

 　　東部中学校　緯０９５４（６３）５２４５詳しくは

東部中学校舎改築に伴う一般開放のお知らせ
お
知
ら
せ

－８月は同和問題啓発強調月間です！－

鹿島市同和問題講演会を開催します

講
　演
　会

　『同和問題啓発強調月間』は同和問題の解決に向けて、

一人ひとりの理解と協力を得るために平成３年に設け

られました。

　これまでの対策により生活環境の改善は図られまし

たが、差別意識は解消の方向に向かってはいるものの、

未だに根深く残っていると言わざるを得ません。

　同和問題の解決には、市民の皆さんも、差別に目を

そむけたり、無関心でいるのではなく、一人ひとりの

人権を守るということがいかに大切なのかを一緒に

なって考え、ともに行動することが必要です。

と　き　８月２２日（木）　開場１３時　開演１３時３０分

ところ　市民会館大ホール
演　題　差別と戦争をなくすために

　　　　～ふるえるような怒りの奥底にすがるような生命の願いがあった～

講　師　 有馬 　 理恵 　さん
あ り ま  り え

　　　　　（劇団俳優座所属舞台女優）

主　催　鹿島市、鹿島市教育委員会

プロフィール

　和歌山県生まれ。劇団俳優座所属。

　高校時代に『 釈迦内柩唄 』（水上勉作、浅利香津代
しゃかないひつぎうた

主演）を観て衝撃を受け、芝居の道へ。平成３年俳優

座入団。

　平成１１年から『 釈迦内柩唄 』をライフワークとし
しゃかないひつぎうた

て各地で主演。

　平成１５年文化庁新進芸術家国内研修生。７歳の息

子の母。

 　人権・同和対策課　緯０９５４（６３）２１２６詳しくは

入場
無料
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所　在　地

　古枝甲９５６ー２、古枝甲９５６ー１７

住宅概要

　５階建エレベーター無し。間取りは全て３ＤＫ

　駐車場有り

　家賃は２８,０００円～３３,０００円（棟・階数により変動）

　敷金は家賃2カ月分

　※市外からの転入者に対する優遇措置有り

申　込　書

　８月１日（木）から都市建設課で『入居申し込みのご

　案内』を配布します。

　（土・日曜日を除く、８時３０分～１７時１５分）

　※市ホームページからもダウンロードできます。

対　象　者

　平成２５年９月から市営古枝住宅に入居を希望する人

　※入居できる条件があります。詳しくは『入居申し

　　込みのご案内』をご覧ください。

募集戸数　４０戸

受付期間　８月１２日（月）～１６日（金）９時～１７時

抽　選　日　８月２２日（木）　１９時３０分～

　　　　　市役所５階大会議室

　　　　　※規則で定める優先順位をもとに抽選会を

　　　　　　実施します。

 　都市建設課住宅係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１５

詳しくは

【第３期】市営古枝住宅の入居希望者を募集します
募
　
集

　市営古枝住宅に入居希望される人を募集します。詳細はお問い合わせください。

恭研究会の構成

　団体からの推薦者１６人程度と、公募委員８人程度、

　有識者若干名で構成します。

恭公募委員の募集

　募集期間　８月１日（木）～２０日（火）

　公募人数　８人程度

　　　　　　（応募者多数の場合は審査の上、選考します。）

　応募資格　平日午後に開催する研究会に出席できる

　　　　　　２０歳以上の市民（月１回２時間程度）

　出席謝金　日額　２,０００円

　任　　期　９月下旬～平成２６年３月（予定）

　応募方法　市ホームページまたは市役所３階企画財

　　　　　　政課に備え付けの申込書に必要事項を記

　　　　　　入の上、提出してください

　　　　　　（郵送・持参・FAX・メール可）

 

　　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４

申込・問合せ先

『鹿島市民会館建設研究会』の委員を募集します
募
　
　
集

　市では、市民の皆さんから意見を聞き、まちづくりを中心とした行政運営の参考とするために、今年３月末まで

『まちづくり懇話会』を開催し、さまざまなテーマを議論していただきました。

　今後は、個別のテーマごとに絞り、それぞれ研究会を立ち上げる予定ですが、まずは『市民会館のあり方』につ

いて研究していく『鹿島市民会館建設研究会』を設置します。

　なお、この研究会でのご意見は市民会館の建設基本計画などを策定していく『市民会館建設検討委員会』につな

がるものです。

国民年金保険料　後納制度のお知らせ
お
知
ら
せ

　これまでは、国民年金保険料を納め忘れたまま、２

年を経過すると保険料を納めることができませんでし

たが、平成２４年１０月から３年間に限り、過去１０

年以内の納め忘れた保険料を納めることができる後納

制度が実施されています。

　過去１０年以内の保険料を納めていただくことで、

将来の年金額を増やしたり、年金の受給権につなげる

ことができるようになります。ご自身の年金記録は、

ねんきんネット（http://www.nenkin.go.jp）で確認するこ

とができます。

　また、ご不明な点があれば、国民年金保険料専用ダ

イヤル（緯０５７０（０１１）０５０）や武雄年金事務所

にお問い合わせください。

※後納制度は事前に申し込みが必要ですが、審査の結

果、後納制度をご利用できない場合があります。詳し

くは国民年金保険料専用ダイヤルにお尋ねください。

 　武雄年金事務所

　　　　　緯０９５４（２３）０１２３

詳しくは
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～　事業主の皆さんへ　～

ハローワークからのお知らせ
恭高校生の積極的な採用をお願いします

　県内、高校生の就職希望者のうち、半数以上の生徒

が県内への就職を希望しています。

　しかし、景気動向の先行き不透明感から新規採用を

控える企業や、景気動向の様子見により、実際の求人

提出には至っていない企業も少なくないと思われ、県

内への就職希望者は応募先の決定に苦慮しています。

　新規高校卒業者を対象とする求人については、応募

受付は９月５日から、採用選考の開始は、９月１６日

からとなります。厳しい経済状況の中ではありますが、

お早めに採用計画をご検討いただき、来春卒業する高

校生が１人でも多く就職できるよう、管轄のハロー

ワークまで、求人の申し込みをお願いします。

　なお、大学・短大生などに対する求人の申し込みも、

ハローワークで受け付けています。あわせて採用のご

検討をお願いします。

恭『若者応援企業宣言事業』のご案内

　この事業は、一定の労務管理体制が整備され、若者

（３５歳未満）の採用・育成に積極的であり、通常の求

人情報よりも詳細な企業情報・採用情報を公表する中

小・中堅企業を『若者応援企業』として、積極的にマッ

チングやＰＲなどを行う事業です。

　企業側には、①若者の職場定着が期待できる。②自

社の魅力をアピールできる。③就職面接会などへの参

加機会が増える。④『若者応援企業』の名称を使用で

きる。などのメリットがあります。

　また、若者にとっても、①企業の詳細な就職関連情

報を入手できる。②応募前に職場の雰囲気などをより

イメージしやすくなる。などのメリットがあります。

　『若者応援企業宣言』するには、厚生労働省が定める

基準を満たす必要があります。詳しくは、佐賀労働局

のＨＰ（http://saga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/）をご

覧ください。

お
知
ら
せ

 　ハローワーク鹿島　　　緯０９５４（６２）４１６８

　　　　　佐賀労働局職業安定課　緯０９５２（３２）７２１６

詳しくは

　本計画は、『容器包装に係る分別収集及び再商品化

の促進等に関する法律』第８条に基づいて、容器包装

廃棄物を分別収集し、３Ｒ（リデュース・リユース・

リサイクル）を推進し、廃棄物の減量や焼却量の削減

を図ることを目的とし、住民・事業者・行政それぞれ

の役割や、取り組むべき方針を示したものです。

公　表

　・閲　覧　　市役所２階　環境下水道課内

　・市ホームページ

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

鹿島市　第７期分別収集計画を策定しました
公
　
表

　平成２６年４月から平成３１年３月までの５カ年を計画期間とした新たな計画を策定しました。

　『どぶろく特区』とは、構造改革特区制度の規制緩和

のひとつで、酒類（どぶろく）製造免許取得に関する年間

最低製造数量基準（年間6キロリットル以上）の規定を適

用されないというものです。

　しかし、特区内で『どぶろく』を製造するためには、

所管税務署長から酒類製造免許を受ける必要があります。

【注　意】

　　市が『どぶろく特区』の認定を受けたからといっ

　て、誰もが『どぶろく』を作れるわけではありませ

　ん。酒類製造免許を取得せず製造した場合、酒税法

　違反となり、処罰の対象となります。

【要件（すべて満たすこと）】

　①　市内で農業（米作）を営んでいる者であること

　②　市内で農家民宿や農園レストラン、飲食店など

　　　お酒を提供できる施設を有していること

　③　市内の自己の製造場で、自ら栽培した米を使い

　　　どぶろくを製造すること

　※その他、酒税法上の要件も満たす必要があります。

 　農商工連携推進室

　　　　　緯０９５４（６３）３４１１

詳しくは

『鹿島市どぶろく特区』の認定を受けました
お
知
ら
せ
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ミ ニ バ レ ー ボ ー ル リ ー グ

６月４日～７月１６日

　優勝！高スリーチーム

市内のミニバレーボールチーム８

チームによるミニバレーボール

リーグ戦が市民体育館で開催され

ました。

普段の練習では味わえない緊迫し

た雰囲気の中で、楽しく白熱した

試合が繰り広げられました。

　２位　納富分チーム

　３位　中牟田チーム　でした。

マイバッグキャンペーンを行いました

　鹿島市環境衛生推進協議会では、６月

１８日（火）、市内３カ所の店舗でマイバッ

グ・キャンペーンを行い、資源ごみ回収時

の紙ひもを配布しました。

　マイバッグキャンペーンとは、マイバッ

グを持参して、レジ袋をもらわずに少しで

もごみの減量化に貢献しようというもので

す。

　この日は、かし丸くんもお手伝いに来てくれました。

　７月１１日（木）、道の駅鹿島で交通安

全街頭キャンペーンが行われました。

　これは、夏の交通安全県民運動に合わ

せ市交通対策協議会が関係機関・団体の

協力を得て行ったもので、交通安全指導

員や鹿島警察署署員などが七浦産デコポ

ンや交通安全啓発チラシを一緒に利用者

へ配布し、安全運転を呼びかけました。

～防止しよう、追突事故～

　※追突事故の２大原因

　　①わき見運転・・・・時速５０娃で走行中は、たった２秒のわき見でも３０m進みます！

　　②思い込み運転・・前の車は止まらない「だろう」・動きだす「だろう」など

　　　　　　　　　　勘違いや思い込みが、事故を起こします。

交通安全街頭キャンペーン

怯鹿島市老人クラブ大会

と　き　８月２９日（木）　９時３０分～１５時

ところ　市民会館大ホール

　　　　（駐車場は中川グラウンドへ）

内　容　受付開始　　　　９時～

　　　　式典および講演　９時３０分～１２時

　　　　演芸交流会　　　１３時～１５時

怯 趣味の作品展

と　き　８月２８日（水）・２９日（木）

ところ　市民会館ホワイエ

応募資格　市内在住の６０歳以上の人

応募部門　書・絵画・写真・手芸・工芸・

　　　　彫刻彫塑など

応募受付　８月１９日（月）～２３日（金）

　　　　９時～１４時

　　　　福祉会館１階事務局まで
怯 スポーツ大会

と　き　１０月８日（火）※雨天順延

　　　　８時３０分～１２時３０分

ところ　中川グラウンド

すこやか長寿祭

 　鹿島市老人クラブ連合会事務局
　　　　　緯０９５４（６２）３３９０
詳しくは
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潤かしま市民立楽修大学入学要項
　市内外問わず、老若男女どなたでも

いつでも入学できます！

年　会　費　１,０００円／年

　　　　　（高校生以下５００円）

入学特典　「えいぶる事業」でチケット

　　　　　代金の割引、先行予約など

　　　　　が受けられます。

　　　　　（入学月から１年間有効）

 　かしま市民立楽修大学

　　　　　緯０９５４（６３）２１３８

　　　　　姉０９５４（６３）３４２４

HP：http://www.kashima-gakushu.com

詳しくは

に行ってみよう

床　の　間
コーナー

　昭和１９年生まれの青磁陶芸家。

　初期は天目を制作していたが、

染色家　鈴田照次さんの勧めもあり、

青磁の制作に挑む。中国宋時代の

青磁に魅せられ、研究に没頭。日

本工芸会正会員。

　今回は、皿や花器などの青磁作品を中心に展

示します。

期　　間　８月９日（金）～１０月５日（土）

暑 い 夏 は 図 書 館 へ ！市　民
図書館

エイブルからのお知らせなど

　生活や健康に無理のない節電が呼びかけられています。図書
館は９時３０分から開館しています。家庭での節電対策の一環に、
ぜひご来館ください。
※ゆっくり本を読むことができる閲覧コーナーもあります。
恭生活や仕事に役立つ特集コーナー
　『節電・暑さ対策』『家計の見直ししてみませんか』など
恭夏休みの宿題コーナー
　読書感想文の課題図書・自由研究・工作・調べ学習など
【開館します！】
　お盆の期間（８月１３日（火）～１５日（木））や、月末の館内整
理日（８月２９日（木））も開館します。

 　市民図書館 緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

熊本　 義泰 　青磁展
よ し ひ ろ

熊本義泰さんによるギャラリートーク開催

　と　き　　８月３１日（土）１０時～

　テーマ　　『天目から青磁へ、陶磁器の魅力』

エイブル倶楽部　募集中講座のお知らせ
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。

受　講　料ところ開講期間講　師定員講　座　名

５００円/１回
エイブル３階

研修室

９月開講予定

［月２回　木曜日］１９時３０分～２１時
西村　旬子さん１５人

歌って英語を楽しく学ぶ

～ビートルズとカーペンターズ～

楽大生　無　料

一　般　５００円

エイブル３階

研修室ほか

９月２９日（日）

１３時～１６時３０分
中村　安弘さん２０人

有明海学　入門編

～有明海ってどんな海～
公

開

講

座 無　料
市民会館３階

大会議室

８月１７日（土）

１０時～１２時
エイブル事務局２０組

親子deかんたん木工教室

（小学生対象）

優秀映画鑑賞推進事業

なつかしの映画上映会
今井正監督特集
　『青い山脈』『また逢う日まで』『真昼の暗黒』『純愛物語』
　※時間など詳細は「エイブルの木」をご覧ください。
と　き　　９月７日（土）・８日（日）
ところ　　エイブルホール
チケット発売中！
料　金　　・一　般　１,０００円　　・高校生以下　,５００円
　　　　　・楽修大学生　５００円
　　　　　※４本分料金（２日間有効・全席自由）

第４回えいぶる事業

寓『また逢う日まで』

二胡奏者ウェイウェイ・ウー　コンサート
WeiWei Wuu　 アコースティックト リオ『上海ルンバ』

第５回えいぶる事業

　テレビ『ＪＩＮ－仁－』『ダーウィンが来た』のテーマ曲を演奏する、現代
二胡のパイオニア。ピアノ、ギターとのトリオ・コンサート。
８月２０日（火）チケット発売開始！
と　き　１０月６日（日）　１３時３０分開場　１４時開演
ところ　エイブルホール（全席自由）
料　金　一　　　般　２,０００円
　　　　高校生以下　１,０００円
※楽修大学生は各５００円引き。当日券は各５００円増し。
※前売券完売の場合は、当日券はありません。
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（ス　ー）　エレン！私、何を探していたのか突然わ

　　　　　からなくなったわ！

（エレン）　はは！きっと、すぐに思い出すわよ！

Sue:

Ellen:

Ellen I just had a brain fart at what I 
was looking for.
Haha! I'm sure you will remember soon.

　七浦小学校では、「ふるさとの豊

かな自然を大切にし、地域に生きる

人々の温かさに触れながら、七浦が

大好きな子どもを育てよう。」と目標

を掲げ、今年度も『ふるさと学習』

の取り組みを始めています。その一

環として、６月１６日（日）に全校行

事である『がたっこ七リンピック』

が開催されました。

　この『がたっこ七リンピック』は

今回で１３回目となります。昨年は

荒天のために中止だったのですが、

今年は雲一つない真っ青な空の下、

焼け付くような陽射しの中で行うこ

とができました。保護者や地域の人

もたくさん応援に来ていただき大い

に盛り上がりました。ありがとうご

ざいました。

　「ガタまみれ　七っ子魂　見せつ

けよう」のスローガンのもと、上級

生は準備から運営、後片付けまでよ

くがんばりました。また、かわいい

低学年むつごろうも、少しやんちゃ

な中学年むつごろうも、ベテランの

高学年むつごろうも、そして、大人

の先生むつごろうも、みんな真っ黒

になりながら走ったり、踊ったり、

押し合ったり、飛び込んだり・・・。

心の底から楽しみました。

　「潟に入れば、みんな笑顔になる。

ふるさとは素晴らしいね。」校長先

生の言葉が印象的でした。

がたっこ七リンピック

寓６年生伝統のガタソーラン

七浦小学校

校学 だ よ り

No.１９５

“Brain fart” 

今月のキーフレーズ

№９２

何をしようとしていたのか突然忘れること ジョリン先生

こんなときこのひとこと、学校だより

四Hawaiian Words四
（ ハ ワ イ の 言 葉 ）

 Ohana  :家族　　　　　
オハナ

 Haumana :生徒
ハウマナ

（エレン）　あ～大変！私、突然わからなくなったわ。

（ス　ー）　どうしたの？

（エレン）　私、何かしようとしてたんだけど、それ

　　　　　が何なのか忘れてしまったの。

Ellen:
Sue:
Ellen:

Oh no! I just brain farted!
What happened?
I was about to do something and I just 
forgot what it was.
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生ごみの減量化について　～脱・三角コーナー！～

　燃えるごみの中でも水分含有量が高く、厄介者とも言われる生ごみについてお話します。

　生ごみの減量化と言えば『堆肥化』が一番ですが、アパート住まいだったり、時間的余裕がなかったりと堆肥化

が難しい人も多いと思います。

　そんな人は以下のことを参考に生ごみの減量化に取り組んでみてください。

●何でもかんでも三角コーナーに入れていませんか？

　調理段階で発生する野菜くずなどは通気性のよい別の容器に入れてみてください

　野菜などの生ごみは水に濡らすことで水分が約４０％も増えるそうです。（水分が

増えるということは重量が重くなり、さらに燃えにくくなるということ…。）濡らさな

いことで、腐りにくくなり、重量が軽くなります。

　　　　　　　　　　 　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

恭夏季節電のお願い

　生活・健康や生産・経済活動に支障のない範囲で、節電への

ご協力をお願いします。

　具体的には９月３０日までの平日（８月１３日～１５日を除

く）の９時～２０時です。特に、電力需要が高くなる１３時～

１７時は、一層のご協力をお願いします。

【ご家庭における取り組み事例】

　興室温２８℃を心がける　　興日中は不要な照明を消す

　興『すだれ』や『よしず』で窓からの日差しを和らげる

九州電力からお知らせとお願い
恭電線に近づかないようにしましょう！

　電線の近くで魚釣りやセミとりなどをして、

電線にかかった場合などは、感電事故や停電

の原因になり大変危険です。また、電柱･鉄塔

に登ることも大変危険です。

　自分で何とかしようとせず、九州電力へご

連絡ください。

 　九州電力（株）武雄営業所

　　　　　緯０１２０（９８６）３０４

詳しくは

このゴミどの袋・人権の輪

No.１０５

　８月は私たち日本人にとって、

戦争や平和について見つめ直す月

でもあり、また、お盆の行事など、

人権の問題にもつながる『いの

ち』や『生きる』ことを考える月

でもあるかと思います。

　そんな８月ですが、昭和４０年

に、国の『同和対策審議会答申』

が出された月でもあります。この

答申では、同和地区の実態を踏ま

え、「同和問題の早急な解決こそ

国の責務であり、同時に国民的課

題である」ことなど、同和問題へ

の基本的考えや解決に向けての多

くの提言が示され、それをもとに、

国、県、市などの連携による、同

和問題に対する本格的な取り組み

が始まりました。同和問題にとっ

て、画期的な答申となったもので

す。

　佐賀県では、平成３年からこの

８月を『同和問題啓発強調月間』

と定め、市町や関係機関と連携し、

同和問題に関する啓発活動を行っ

ています。鹿島市でも、同和問題

講演会や街頭キャンペーンなどを

実施し、市民の皆さんに同和問題

を含む人権問題について、考えて

いただく場を設けているところで

す。

　標題に『人権・同和問題を考え

る月間に』と書きましたが、人権

問題として同和問題がぽつんとし

てあるのでなく、誤った知識をも

とにした思い込みや偏見による差

別、迷信や世間体による差別など、

どの人権問題にも共通する差別の

根があります。８月に予定されて

いる、市の講演会や研修会へも参

加をいただき、いろいろな差別の

実態に触れる中で、人権問題は、

「自分には関係ない」ではなく、

「自分と関わりのある身近で大事

な問題」として捉えていただけれ

ばと思っています。

人権・同和問題を考える月間に
～８月は同和問題啓発強調月間です～
噛ご意見などをお寄せください　人権・同和対策課　緯（６３）２１２６

【実践例】臭いもなく楽ですよ
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　下水道認可区域以外で、平成２６

年３月３１日までに浄化槽を設置す

る人は、補助の対象になります。補

助を希望する人は、着工前に申請し

てください。

　ただし、浄化槽設置者講習会を受

講している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）

申請期間　補助予定数終了まで

　　　　　（先着順）

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

 

　夏休み期間は、解放感から不規則

な生活に陥りやすく、非行や問題行

動が多発します。夏休みの過ごし方

について、自主的な計画を立て、規

則正しい生活が送れるよう家庭では

十分に気を配りましょう。また、外

出する際には、行き先と帰宅時間を

必ず確認するよう心掛けてください。

～夏休みにはこんなことを実行しよう～

　・早寝早起き

　・家庭でのお手伝い

　・地域行事へ参加

　・読書やスポーツ

 　鹿島市青少年育成市民会議

　　　　　事務局（市生涯学習課内）

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

おお知知ららせせ
家庭用浄化槽補助金
申請のお知らせ

詳しくは

夏の子ども・若者育成支援強調月間
《8月1日～ 8月31日》

詳しくは

 

　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。

　煙８月６日（火）　８時１５分

　　【広島市原爆投下の日】

　煙８月９日（金）　１１時２分

　　【長崎市原爆投下の日】

　煙８月１５日（木）　１２時

　　【終戦記念日】

 　総務課総務係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１３

 

　市内６２店舗がお薦めする「おい

しい」ランチ情報を満載した、『鹿島

ランチマップ』を作りました。市役

所、観光協会、鹿島駅観光物産セン

ター、道の駅鹿島などで配布してい

ます。ご自由にお取りください。

 　商工観光課観光振興係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

 

　厚生労働省では、常用労働者を１

～４人雇用する事業所について毎年

１回、『毎月勤労統計調査特別調査』

を行っています。

　この調査は、賃金・労働時間・雇

用の毎月の変動を明らかにし、労

働・経済問題に対する重要な基礎資

料とすることを目的としています。

　指定された地域に所在する事業所

に統計調査員が伺いますので、ご協

力をお願いします。

 　企画財政課秘書広報係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１４

戦没者追悼のため
サイレンを鳴らします

詳しくは

『鹿島ランチマップ』を
無料配布しています

詳しくは

毎月勤労統計調査特別調査
のお願い

詳しくは

 

恭夏の作業もおまかせください。

　『草払い、草取り』『農作業』『庭

木剪定』『家事』『網戸、襖張り替え』

『はがき書き』など、いろいろな作

業について気軽にご相談、ご注文く

ださい。

恭住宅用火災警報器の取り付けや機

器の販売をやっています。

恭家庭菜園・果樹園などに剪定枝葉

のチップ堆肥はいかがですか。

　『袋詰め』やトラック『バラ積み』

で販売しています。

恭刃物研ぎいたします。

　と　き　８月１６日（金）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。

恭会員を募集しています。（６０歳以上）

　説明会　８月１５日（木）９時３０分～

　ところ　シルバー人材センター

 

　　鹿島市シルバー人材センター

　　緯０９５４（６３）０９７０

 

　有明海は、さまざまな生物がすむ

自然の宝庫。その海を守るため、沿

岸四県（佐賀・福岡・長崎・熊本）の

県民や漁業者が、一緒に行っている

海岸清掃活動に参加してみませんか。

と　き　８月２４日（土）　８時～

　　　　※荒天時は８月２５日（日）

ところ　佐賀市東与賀海岸

　　　　（干潟よか公園集合）

※参加者には記念品があります。

 　佐賀県水産課

　　　　　緯０９５２（２５）７１４４

残暑お見舞い申し上げます
シルバー人材センター

問い合わせ・ご注文

有明海クリーンアップ作戦
２０１３

詳しくは

　平成２５年６月分市長交際費の支出状況を公表します。

 　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４詳しくは

支出の相手方、行事名支出金額支出日区　分
名刺印刷代５,４００円６月６日

その他
名刺印刷代４,２００円６月１８日
鹿島機械金属工業会通常総会５,０００円６月１０日

祝　儀
鹿島市学校給食納入組合通常総会５,０００円６月１８日
鹿島地区交通安全協会通常総会２,０００円６月１４日会　費

２１,６００円合　計

平成２５年６月
市長交際費支出状況表

情報掲示板　愚　お知らせ
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祐徳夏まつり

と　　き　８月１日（木）　１１時～

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社周辺

　煙祭典

　煙若草保育園児アトラクション

　煙かし丸くん　じゃんけん大会

　煙願いを叫ぼう！大声コンテスト

　煙祐徳おどり大会

　※県内ゆるキャラ大集合！！

かき氷フェア

期　　間　９月８日（日）まで

と　こ　ろ　門前商店街６店舗

　※『祐徳稲荷神社　門前商店街ブ

　　ログ』をご覧ください

 　鹿島市観光協会

　　　　　緯０９５４（６２）３９４２

 

　夜店(金魚すくい、たこ焼き、串焼

き他）など楽しい催しものがたくさ

んあります。新しく運動広場もでき

ました。気軽にお越しください。

と　　き　８月３１日（土）

　　　　　１８時～２０時３０分

と　こ　ろ　鹿島療育園　運動広場

 　鹿島療育園

　　　　　緯０９５４（６２）２７８０

 

　各種イベント・屋台を用意して、

皆さんのご参加をお待ちしています。

テ　ー　マ　街を元気に！小さな輪か

　　　　　ら、大きな輪へ！！

と　　き　８月１７日（土）１６時３０分～

と　こ　ろ　グループホームさくら荘前

　　　　　特設会場（雨天時は当院

　　　　　リハビリセンター）

 　志田病院夏祭り実行委員会

　　　　　緯０９５４（６３）１２３６

イイベベンントト
祐徳夏まつりと
かき氷フェア

詳しくは

鹿島療育園　秋まつり

詳しくは

志田病院夏祭りの
お知らせ

詳しくは

 

テ　ー　マ

　　地域にある人・もの・こと・を

　　生かした人権教育・啓発・まち

　　づくりの取り組みを発信しよう！

と　　き　８月８日（木）　１４時～

と　こ　ろ　武雄市文化会館大ホール

参　加　費　８００円（資料代）

※詳しくは、佐賀県人権・同和教育研究

　協議会ホームページをご覧ください。

　http://sadokyo.juno.weblife.me

 

　　県人権・同和教育研究協議会事務局

　　緯０９５２（６２）６４３４

 

　市内中学校吹奏楽部による、恒例

の『サマーコンサート』を開催します。

　皆さん、生徒のさわやかな演奏を

ぜひお楽しみください。（入場無料）

と　　き　８月１１日（日）

　　　　　１３時開場　１３時３０分開演

と　こ　ろ　市民会館大ホール

プログラム

　第１部　コンクールステージ

　第２部　バラエティステージ

　第３部　ポップスステージ

　第４部　合同演奏

 　教育総務課

　　　　　緯０９５４（６３）２１０３

 

　結婚５０周年を迎える金婚夫婦を

対象に、記念式典を開き、記念品や

記念写真などをお贈りします。

　と　き　１０月１３日（日）　１１時～

　ところ　エイブル

　対象者　結婚５０周年（昭和３８年にご

　　　　　結婚）を迎える金婚夫婦

　内　容　記念撮影、表彰式、

　　　　　アトラクションなど

　参加費　無料

　申込期限　８月３０日（金）

※下記事務局または西日本新聞エリア

　センター（販売店）へお申込ください。

 

　　西日本新聞金婚夫婦表彰式事務局

　　緯０９２（７１１）５６２０

佐賀県人権・同和
教育研究大会

詳しくは

市内中学校音楽会
『サマーコンサート』

詳しくは

西日本新聞
金婚夫婦表彰式

申込・問合せ先

 

 

　 外国 から 来 られた人のための、や
がいこく こ

さしい 日本語教室 です。
にほんごきょうしつ

と　　き　８ 月 ６・
がつ

２０ 日 
にち

（ 火 ）
かようび

　　　　　１９ 時 ～
じ

２０ 時 
じ

　　　　　（９ 月 からは 月 ３ 回 開催  予定
がつ つき かい

      ）
かいさいよてい

と　こ　ろ　 福祉会館 ３ 階 
ふくしかいかん かい

 費　　用 　２００
ひ　よ　う

 円 ／１ 回 
えん かい

　　　　　（コピー 代 として）
だい

 

　　かしま 日本語教室 
にほんごきょうしつ

　　 植松 ：緯０９０（６８８３）０１８２
うえまつ

　　E-mail：yuematsu@chive.ocn.ne.jp

 

募集団地　市内全４団地ほか

　　　　　（武雄市・大町町地区）

受付期間　９月５日（木）～１１日（水）

　　　　　※８日（日）は休みです

受付時間　９時～１９時

受付場所　武雄市武雄町昭和２６５番地

　　　　　指定管理者　川原建設

抽　選　日　９月１９日（木）

 

　　指定管理者　川原建設　武雄管理室

　　緯０９５４（２６）０５２２

 

と　き　８月５・１２・１９・２６日（月）

　　　　１０時～１２時、１３時３０分～１５時３０分

　　　　※時間帯を事前にどちらか

　　　　　お選びください。

ところ　ＮＰＯ法人リライフ（東町）

定　員　各４人

参加費　６,０００円（教材費込み）

 

　　　　　ＮＰＯ法人リライフ

　　　　　緯０９５４（６３）２４２８

募募集集・・教教室室

かしま“やさしい”日本語   教室       
にほんごきょうしつ

申込・問合せ先

平成２５年９月県営住宅
入居予備者募集

申込・問合せ先

エクセル活用法
パソコン講習

申込・問合せ先

情報掲示板　愚　イベント・募集・教室

お詫びと訂正

平成２５年７月号１４ページの『のん

びり自然塾』の申込・問合せ先『自

然の館ひらたに』の電話番号は

０９５４（６４）２５７９でした。

お詫びして訂正します。

潤市税集合徴収分

潤介護保険料

第３期の口座振替日は

８月　３　０　日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）
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　詳細はお問い合わせください。

対　象　者　求職者

入　所　日　１０月３日（木）

訓練期間　６カ月

受　講　料　無料

申　込　先　ハローワーク鹿島

締　　切　８月２９日（木）

 　ポリテクセンター佐賀

　　　　　緯０９５２（２６）９５１６

 

　統計知識の普及と統計の表現技術

の向上を図るため、小中学生・高校

生・大学生および市民の皆さんから、

統計グラフ佐賀県コンクールの作品

を募集します。皆さん奮ってご応募

ください。

応募締切　９月４日（水）必着

※作品規格など、応募上の注意点は

　県庁HP内の『さが統計情報館』

　に掲載しています。

 

　　県統計調査課指導普及担当

　　緯０９５２（２５）７０３６

 

　黒髪少年自然の家を会場に『ワイ

ルドキッズ』を行います。小学１・

２年生が対象で、それぞれ６０人程

の参加者を募集します。

ワイルドキッズ１０月

と　　き　１０月５日（土）～６日（日）

内　　容　わんぱく大冒険、レクリエーションほか

締　　切　９月２０日（金）

ワイルドキッズ１１月

と　　き　１１月９日（土）～１０日（日）

内　　容　わんぱく大冒険、星空観察ほか

締　　切　１０月２５日（金）

 

　　黒髪少年自然の家

　　緯０９５４（４５）２１７０

平成２５年１０月期
職業訓練受講生募集

詳しくは

統計グラフコンクール
作 品 募 集

申込・問合せ先

黒髪少年自然の家
からの募集

申込・問合せ先

 

　家庭で介護をしている皆さんの心

と体のリフレッシュを目的に、日帰

りバスツアーを開催します。自然

いっぱいな空気を吸ったり、素敵な

花で癒されたり、あなた自身のため

に一日を過ごしませんか？

と　　き　８月３０日（金）

　　　　　９時３０分～１６時

と　こ　ろ　おおむら夢ファーム　シュシュ

集　　合　９時２０分　市役所前駐車場

内　　容　介護に関する話

　　　　　体験教室（フラワーアレンジ教室）

定　　員　１７人（先着順）

対　　象　要支援１以上の高齢者を在

　　　　　宅で介護している家族の人

参　加　費　５００円（昼食代込）

 

　　　　　社会福祉協議会

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

 

 

　『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９日（水）　佐賀市文化会館

受　験　料　５,０００円

受験講習　９月２７日（金）　佐賀市文化会館

受　講　料　３,０００円

　　　　　別途、販売元より直接購入した

　　　　　テキスト（２,５００円）が必要です。

受験案内配布　８月１日（木）～２３日（金）

受付期間　８月１６日（金）～２３日（金）

そ　の　他　受験資格や受験申込手続、

　　　　　手数料に関する詳細は、

　　　　　受験案内をご覧ください。

 　環境下水道課下水道係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

在宅介護者交流ツアー

申込・問合せ先

試試 験験
排水設備工事責任技術者

資格試験

詳しくは

 

 

　８月３日は『司法書士の日』です。

　これを記念して、各司法書士事務

所で無料法律相談を行います。

と　　き　８月２日（金）９時～１７時

と　こ　ろ　各司法書士事務所

相談内容

　　登記・相続・遺言・会社設立・成

　年後見・クレジットサラ金などに関

　すること。司法書士が行う業務。

【電話による無料相談】

　・毎週月・木　１８時～２０時

　・無料電話相談　０９５２（２９）０６３５

 　佐賀県司法書士会

　　　　　緯０９５２（２９）０６２６

 

　佐賀県知的障害者更生相談所によ

る巡回相談が実施されます。

　心理判定員が療育手帳や福祉サー

ビスに関する相談を受け付けます。

　相談を希望する人は、必ず事前に

福祉事務所へ予約してください。

と　　き　９月２日（月）１０時～１６時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル内）

 　福祉事務所障がい福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

 

　県身体障害者更生相談所による巡

回相談では、整形外科・耳鼻咽喉科の

指定医師が身体障害者手帳や補装具、

医療に関する相談を受け付けます。

　相談を希望する人は、必ず事前に

福祉事務所へ予約してください。

と　　き　９月１３日（金）１３時～１６時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル内）

 　福祉事務所障がい福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

相相 談談
司法書士の日
無料法律相談

詳しくは

知的障害者更生相談所
巡回相談

詳しくは

身体障害者更生相談所
巡回相談

詳しくは

定員募集訓練科

１８機 械 ・ CAD 技 術 科

１８金 属 加 工 科

１８電 気 設 備 科

１８住宅リフォーム技術科

２４建 築 Ｃ Ａ Ｄ 科

情報掲示板　愚　募集・教室・試験・相談

『特別警報』の発表を開始します
　気象庁は平成２５年８月３０日から特別警報の発表を開始します。

　特別警報が発表された場合、お住まいの地区は数十年に一度しかないよ

うな非常に危険な状況にあります。屋外の状況や、避難指示・勧告などに

留意し、ただちに命を守るための行動をとってください。

　詳細は、気象庁ホームページでご確認ください

 　佐賀地方気象台防災業務課　緯０９５２（３２）７０２６詳しくは
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　鹿島市保健センター

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

肝がんを予防するため検査・治療費助成制度をぜひご利用ください肝がんを予防するため検査・治療費助成制度をぜひご利用ください！！

Ｂ型、Ｃ型肝炎の人Ｂ型、Ｃ型肝炎の人へへ

　肝がんの原因の約９割がＢ型、Ｃ型肝炎ウイルスによる肝炎ですが、現在では、適切に肝炎治療を受けることで

肝がんを予防できるようになりました。

【助成制度】

恭県との契約医療機関でＢ型、Ｃ型肝炎ウイルス検査が無料で受けられます！

　対　象　　２０歳以上で、一度も肝炎ウイルス検査を受けたことがない人

　内　容　　問診および血液検査

恭平成２６年３月まで５,０００円の精密検査助成が受けられます！

　対　象　　２０歳以上で、Ｂ型またはＣ型肝炎ウイルス検査の結果が陽性の人

　内　容　　通常６,０００円～８,０００円程度の精密検査費用のうち、５,０００円を限度に助成

恭平成２７年３月で終了する期間限定の肝炎治療費用の助成制度を利用してください！

　対　象　　医療保険に加入している県民で、Ｂ型、Ｃ型肝炎ウイルスの根治を目的としたインターフェロン治療、

　　　　　　ならびにＢ型肝炎で核酸アナログ製剤治療を希望し、認定協議会で認められた人

　内　容　　１カ月の自己負担上限額は下表のとおりです

　　　　　　※ひと月あたり８０,０００円程度の高額な治療費が、１０,０００円か２０,０００円になります。

　期　間　　申請書類を提出した月の初日から１年間（条件に該当する場合例外あり）

 　杵藤保健福祉事務所　緯０９５４（２２）２１０４詳しくは

自己負担限度額（月額）世帯全員の市町村民税（所得割）課税年額の合計

２０,０００円２３５,０００円以上

１０,０００円２３５,０００円未満

　７月２９日（月）から８月４日（日）までは、

『はしか予防週間』です。

　下記医療機関で、８月３日（土）に麻しん風し

んの予防接種が受けられます。

　平日に実施している医療機関もあります。

　対象となる人でまだ接種がお済みでない場合

は、ぜひこの機会に受けましょう。

８月４日は『はしかの日８月４日は『はしかの日』』
愚８月３日（土）実施の市内医療機関（要予約）

愚土・日曜日実施の市外医療機関

　直接医療機関にお問い合わせください。

接種可能な人時間帯医療機関

すべての対象者
（P.１８参照）

９時～
１２時

田 中 医 院

すべての対象者
（P.１８参照）

８時３０分～
１０時

稗田産婦人科

クリニック

第２期の対象者のみ
８時～
１１時３０分

森 田 医 院
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対　　　象　　　地　　　区
月　日

七　浦北鹿島浜古　枝能古見鹿　島

江福・飯田
龍宿浦・嘉瀬浦

大村方・鮒越
上古枝大木庭・東三河内８月２３日（金）

大宮田尾・小宮道
東塩屋・西塩屋

中尾・下古枝
久保山・奥山
竹ノ木庭

上浅浦８月２７日（火）

八宿・浜新町南川・筒口
大殿分９月９日（月）

城内・大手
新町・中牟田９月３０日（月）

古城
大野・広平
山浦開拓
番在開拓

東町・馬渡
小舟津・世間
重ノ木

１０月２日（水）

納富分・行成１０月３１日（木）

組方七開西三河内・中川内
早ノ瀬西牟田・犬王袋１１月６日（水）

高津原・執行分１１月７日（木）

中浅浦横田・井手分
末光１１月１１日（月）

　申　込　制１１月１７日（日）

高津原１１月２９日（金）

　夜　間（受付時間　１８時～１９時）：申　込　制１１月２９日（金）

母ケ浦・西葉
矢答

乙丸・中村
森・土井丸
井手

伏原・下浅浦１２月４日（水）

新方・湯ノ峰
庄金・南舟津
中町

平仁田開拓

川内・山浦
白鳥尾・貝瀬
土穴・本城
中木庭

若殿分１２月９日（月）

音成本町・三部
新籠・常広野畠・北舟津１２月１３日（金）

　国の方針で２年に１回の検診となります。

受　付　保健センター（エイブル１階）　９時～１０時

対象者　子宮頸がん検診：２０歳以上で昨年度未受診の女性

　　　　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：７００円

　　　　乳　が　ん検診：４０歳代１,５００円、５０歳以上１,０００円

その他　潤乳がん検診は毎回先着５５人で締め切ります。

　　　　潤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。

　　　　潤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）

　　　　潤新たに希望する人はご連絡ください。

③一人ひとりが周囲の人に気を配り、熱中症予防を呼び

　かけ合うことが大切です。特に、熱中症にかかりやす

　い高齢の人や子どもは、周囲が協力して注意深く見守

　りましょう。

④節電を意識しすぎるあまり、健康を害することのないよ

　うご注意ください。

 　保健センター　緯０９５４（６３）３３７３申込・問合せ先

熱中症に気をつけましょ熱中症に気をつけましょうう

①暑さの感じ方は人によって異なります。自分の体調の

　変化に気をつけ、万全の予防を心がけましょう。

　高齢の人は、暑さに対する体の調整機能が低下してい

　るので、特に注意が必要です。

②のどの渇きや暑さを感じていなくても、こまめに水分

　補給、温度調整に心がけましょう。

子宮頸がん・乳がん検診を受けましょ子宮頸がん・乳がん検診を受けましょうう

　屋外に限らず、就寝中など室内にいるときも注意が

必要です。
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乳幼児の健康診査や予防接種などの問合せ先

保健センター予防係　緯０９５４（６３）３３７３８月の子育て

怯予防接種

怯乳幼児の健康診査　エイブル１階保健センターで実施（受付時間１３時１０分～１３時３０分）

３歳６カ月健診
対　象　平成２２年１月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票、尿
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

８日（木）１歳６カ月健診
対　象　平成２４年１月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票
内　容　身体測定、育児相談、歯科診察、
　　　　　　　　小児科医の診察、　フッ化物塗布（希望者のみ）

２２日（木）４カ月健診　　　
対　象　平成２５年４月生まれ
持参品　母子健康手帳
内　容　身体測定、育児相談、
　　　　　　　　小児科医の診察 

２８日（水）

・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。
・予防接種を受ける際には、保護者同伴が原則です。特段の理由で同伴することができない場合で、お
　子さんの健康状態をよく知っている親族（祖父母など）が同伴する場合には『委任状』が必要になります。
・『委任状』は保健センターや市内の実施医療機関にありますので、記入して持っていきましょう。

①麻しん風しん混合②麻しん③風しん
対象者　第１期：１歳～２歳未満の子ども

　　　　第２期：平成１９年４月２日～平成２０年４月１日

　　　　　　　　に生まれた子ども

接種期限　第２期は４月１日から平成２６年３月３１日までです。

三種混合［ジフテリア・百日咳・破傷風］
対象者　生後３カ月から７歳６カ月未満の子ども

　　　　煙１期１～３回は、２０～５６日の間隔で受けます

　　　　煙１期追加は、１期３回目終了後、

　　　　　１年～１年６カ月の間に接種します

二種混合［ジフテリア・破傷風］
対象者　小学校６年生（対象者には通知しています）

ポリオ
　平成２４年９月から口から飲む『生ワクチン』から注

射する『不活化ワクチン』に変わりました。

対　象　者　生後3カ月から７歳６カ月未満の子ども

接種回数

胸不活化ワクチンは、初回接種を２０日～５６日の間隔をお

　いて３回、その後、１年～１年６カ月の間に１回の追

　加接種を行い、合計４回の接種となります。

胸生ワクチンを１回接種している人は、初回接種を２０日

　～５６日の間隔をおいて２回、その後１年～１年６カ月

　の間に１回の追加接種を行い、合計３回の不活化ワク

　チンの接種が必要です。

胸生ワクチンを２回接種した人は、不活化ワクチンの接

　種は不要です。

日本脳炎予防接種
対　象　者　１期：３歳～７歳６カ月未満の子ども

　　　　　２期：９歳～１３歳誕生日の前々日の子ども

接種回数　１期初回は、６～２８日間の間隔をおいて

　　　　　２回接種します。

　　　　　１期追加は２回目の接種後、おおむね１年

　　　　　（１１～１３カ月）の間をおいて１回接種します。

　　　　　２期は、対象期間の間に１回接種します。

Ｂ・Ｃ・Ｇ
　４月１日からこれまで生後６カ月未満であった対
象年齢が拡大されました。
対象者　生後3カ月から１歳未満の子ども

　平成１７～２１年度の間に接種機会を逃した人へ

　下記の対象者は、不足分の接種を受けることができ

るようになりました。（母子健康手帳で確認）

特例対象者　平成７年４月２日～平成１９年４月１日生まれ

接種期間　２０歳誕生日の前々日まで

四種混合［ポリオ＋三種混合］
　１１月から、ポリオと三種混合（ジフテリア・百日

咳・破傷風）を合わせた四種混合の接種が始まりました。

対象者　生後３カ月から７歳６カ月未満で、ポリオと

　　　　三種混合のどちらも未接種の子ども

　　　　煙１期１～３回は、２０～５６日の間隔で受けます

　　　　煙１期追加は、１期３回目終了後、

　　　　　１年～１年６カ月の間に接種します

　※予診票は保健センターや実施医療機関（予約時に確

　　認してください）にあります。

ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン
子宮頸がん予防ワクチンの予防接種

　４月から、『任意の予防接種』から『法に基づく予

防接種』に変わり、予防接種を継続して行えるように

なりました。

　接種費用　無料
ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン

　対　象　者　生後２カ月～５歳未満

　　　　　　（接種開始年齢で回数が異なります）
子宮頸がん予防ワクチン

　対　象　者　平成９年４月２日～平成１４年４月１日

　　　　　　に生まれた女子（全３回接種）

※現在、子宮頸がん予防ワクチンの接種は、積極的には

　お勧めしていません。詳しくは、保健センターまで。



広報かしま　Ｈ２５(２０１３).８.119

母子健康手帳

母

子

怯子育て支援

母子手帳交母子手帳交付付

受付　１０：００～１０：３０
内容　手帳交付・説明会
対象　市内在住の妊婦

７７・・１１４４・２１・２・２１・２８８日日（水）（水）

　夜間の小児救急医療が毎日行われています。対象年齢は１５歳以下となっています。

　建おくすりノートを持っていきましょう

　診療時間　１９時～２１時

　診療場所　（１）月・木・金・土・日および１月１日～１月３日

　　　　　　　　南部地区小児時間外診療センター（武雄地区休日急患センター）

　　　　　　　　武雄市武雄町大字昭和３００　緯０９５４（２２）５５９９

　　　　　　（２）火曜日の小児救急在宅医（８月）

　　　　　　　

　　　　　　　※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　緯０９５４（２２）４２０７

　　　　　　（３）水曜日

　　　　　　　　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）　緯０９５４（６３）１８３８

電　話　番　号所　在　地在　宅　医日　付

０９５４（６３）３２７５鹿島市　中牟田織田病院６日（火）

０９５４（６６）３５６８嬉野市　塩田町谷口医院１３日（火）

０９５４（４３）１６５２嬉野市　嬉野町樋口医院２０日（火）

０９５４（４３）０５５０嬉野市　嬉野町福田医院２７日（火）

怯夜間の小児救急医療

赤ちゃん相赤ちゃん相談談

受付　１３：３０～１４：３０
内容　身体測定・健康相談
対象　赤ちゃんと保護者
※来月は９月１１日（水）です

２２１１日（水日（水））
２カ月児相２カ月児相談談

受付　１３：３０～１３：５０
内容　体重測定・個別相談
対象　平成２５年６月生まれ

２０日（火２０日（火））

場所・問合せ先　エイブル１階　保健センター　緯０９５４（６３）３３７３
子育てメルマガ配信中！kosodate@city.saga-kashima.lg.jpへ空メール送信で登録

子育てサークル　会場受付９時４５分～１０時

のびのびサークル　　　　１０時～１２時
　対　象　１歳７カ月児～就学前児と保護者

２日（金）　北　公　園　『水あそび♪大～好き竃』※暑さ対策を！

２３日（金）　楠　風　館　『ママカフェ♪』

よちよちサークル　　　　１０時～１２時
　対　象　５カ月～１歳６カ月児と保護者

９日（金）　北　公　園　『初竃チャプン♪』※暑さ対策を！

３０日（金）　楠　風　館　『ママカフェ♪』

※２日・９日は北公園ジャブジャブ池で集合・解散。雨天時はエイブルで開催。

子育てひろば　会場受付１１時～１５時

対　象　就学前児と保護者

使どこのひろばにも参加できます

ところ子育てひろば名と　き

七 浦 公 民 館七　浦６日（火）

お休みします
１３日（火）

２０日（火）

古 枝 公 民 館古　枝２７日（火）

育 児 相育 児 相 談談
月～月～金金（休館日（休館日をを除除く）く）

気軽にご相談くださ気軽にご相談くださいい
受付受付　９～９～１７１７時時
対象対象　子育て中の子育て中の人人
場所場所　子育て支援セ子育て支援センンターター

育児相談、子育てサークル、子育てひろばの問合せ先　子育て支援センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）０８７４

離乳食教離乳食教室室

受付　１０：００～１０：３０
内容　離乳食指導・試食など
対象　５・６カ月児の保護者

１１３３日（火日（火））
２回目フッ２回目フッ化化物塗布物塗布

受付　１３：４５～１４：００
内容　歯科診察・フッ化物塗布
対象　平成２３年８月生まれ
　　　　　（希望者のみ）

２２２２日（木日（木））

　診療時間　９時～１７時

　診療場所　鹿島市休日こどもクリニック（高津原）　緯０９５４（６３）１８３８

怯休日昼間の小児救急医療（日曜日）
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広報かしま原稿締切日

１０月号９月号
８月３０日８月５日

１日（木）　祐徳夏まつり・・・・・・・・・・・・・・［１４ページ参照］
　　　　　　　　　　　　　祐徳稲荷神社周辺　１１時～
４日（日）　宝くじ　まちの音楽会　岩崎宏美with宗次郎
　　　　　　　　　　　　　　　市民会館　１８時３０分～
９（金）～１０（土）　第５０回鹿島おどり・・・・・・・・・・［１ページ参照］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中心商店街
１０日（土）　鹿島納涼花火大会・・・・・・・・・・［１ページ参照］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１時～
１１日（日）　市内中学校音楽会　サマーコンサート・・［１４ページ参照］
　　　　　　　　　　　　　　　市民会館　１３時３０分～
１３日（火）　くさ市　　　　　　　　　逆川通り　早朝～
１８日（日）　市消防団夏季訓練　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　祐徳グラウンド　７時３０分～
２２日（木）　肥前浜宿まちなみ活用委員会
　　　　　　　　　　継場（八宿）ほか　１９時３０分～２１時
　　　　　　　　　　　都市建設課　緯（６３）３４１５
２５日（日）　山浦千灯篭　　　　　　山浦天満宮　１６時～
３１日（土）　琴路神社一番通夜　　　　　　　　琴路神社

愚無料法律相談（市民優先）　市民会館

　８日（木）　受付１３時～１４時　　　　　　　　（先着１０人）　１３時３０分開始

　２２日（木）　受付９時３０分～１０時３０分（先着６人）　１０時開始

愚人権相談　市民会館２階　和室

　１日（木）　１０時～１５時

愚快互（かいご）のつどい　エイブル２階和室

　９日（金）　１３時３０分～１５時

愚成人健康相談　保健センター

　７日（水）　９時３０分～１０時３０分

愚住宅工事設計無料相談　旧池田家（南舟津）

　１０日（土）　１０時～１２時　

　問合せ先　都市建設課　緯（６３）３４１５

愚消費生活相談　市民会館１階サロン（２日は２階第５会議室）

　５・１２・１９・２６日（月）、２・９・１６・２３・３０日（金）

　　９時３０分～１２時、１３時～１６時３０分

愚こころの健康相談（臨床心理士　対応）

　７日（水）　　９時３０分～１２時　老人福祉センター１階相談室

　要予約　福祉事務所　緯（６３）２１１９

愚発達障害児（者）専門相談　市役所５階第７会議室

　２０日（火）　１０時～１６時　要予約　ＮＰＯ法人それいゆ

　　　　　　　　　　　　緯０９０（６２９６）７５５０

愚ことばの相談　福祉事務所相談室

　２２日（木）　　１３時３０分～１６時　

愚厚生年金・国民年金相談　市民会館１階サロン

　６・２０日（火）　１０時～１２時、１３時～１５時　要予約

　市民課　緯（６３）２１１７

愚土地・建物に関する無料相談所　市民会館サロン

　２７日（火）　１３時３０分～１６時３０分　都市建設課　緯（６３）３４１５

愚行政・人権・心配ごと相談　老人福祉センター相談室

　２８日（水）　１０時～１２時、１３時～１５時

　社会福祉協議会　緯（６２）２４４７

愚福祉介護電話相談　月曜日～金曜日　９時～１７時

　社会福祉協議会　緯（６２）２４４７

（８月分）

３・１０・１７・２４・３１日（土）、
４・１１・１８・２５日（日）

市役所
保健センター

５・１２・１９・２６日（月）市民図書館

５・１２・１９・２６日（月）
生涯学習センター
（エイブル）

６・１３・２０・２７日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

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
建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
　　　　　緯０９５４（２２）４２０７
※休日・夜間の小児救急医療は１９ページをご覧ください。

当番薬局在宅当番医日

北鹿島薬局吉田病院　緯（６２）３２０３４日（日）

前山薬局西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０１１日（日）

オダ薬局田中医院　緯（６３）４０８０１８日（日）

アルナ浜店薬師寺医院　緯（６３）５２８１２５日（日）

岡田電機　　　　　　緯（６３）１１６４
家永設備　　　　　　緯（６２）７１２９
佐賀庭苑　　　　　　緯（６２）８８１６
植松建設　　　　　　緯（６２）３５２６
鹿島工設　　　　　　緯（６３）１３２３
荒木建設　　　　　　緯（６３）１４４５
山中鉄工　　　　　　緯（６３）３３４１
鹿島設備　　　　　　緯（６３）３２２８
大隈設備　　　　　　緯（６２）１３０２

　３日（土）
　４日（日）
１０日（土）
１１日（日）
１７日（土）
１８日（日）
２４日（土）
２５日（日）
３１日（土）


