
近年、消費者の食に対する意言哉の高まりに伴い、安全・  

安心につながる地場産野菜や、有機農法等の付カロ価値を付  

けた農産物が求められています。   

今回、有機農業講習会を開催します。受講を希望される  

方は、2月15日（水）までに農政胃果へお申込みください。  

○日 時：2月17日〔金）13：30～15：OD  

C）会 場：市役所地下大会議室  

0講 師：NPO法人鹿児島県有機農業協会理事  

国 山 国 光 氏  

12月19日から21日までの問に結核レントゲン検査を受  

診された方で、精密検査通知が届いていない方は、精密検  

査の必要はありませんでした。   
⊂）日 時 2月16日〔木）1U：州～15ニ00  

⊂）場 所 いち卓串木野市中央公民館（2階〕小会議室  

0相談員 川内社会保険事務所職員  

※国民年金について、わからないこと、過去に厚  

生年金・船員保険などに加入されていた方もご  

相談ください。   

国が行っている「ビジット・ジャパン・キャンペーン」  

の一環として、1月20日～2月20日の問「YOKOSO！JA  

PAN WEEKS（ようこそトジャパンウイークス）」が実施  

されます。   

東アジア諸国ではこの期問、春師休暇で旅行シーズンと  

なり多くの外国人が日本を訪れます。いちき串木野市にも  

外国人旅行者が訪れるかもしれません。誰でも簡単にでき  

るおもてなしをやってみましょう！   

「やってみよう旦ようこそジャパン」  

①笑顔で■■こんにちはr■のあいさつ上  

②カメラのシャッターを押してあげる1   

（罫乗り物や施設の切符を買うお手伝い1  

④道に迷っていたら、声をかけてあげる！   

毎月第3月曜日は大の引き取りの日です。   

千犬も引き取ります。  

⊂〕日 時 2月20日（月〕13：DO′｝13：30  

0場 所 串木野庁舎別館駐車場広場  
※印鑑と鑑札を持参してください。  

※当日、引き取りに出された犬をその場で譲り渡すことは   

できません。譲り渡しを希望される方は、伊集院保健所   

で開催される動物愛讃講習会を受講してください。  

※大の飼い主は必ず登録し、狂犬病予防注射を受けてくだ   

さい。   

「第5回毎日パソコン入力コンクール〔2月Web大会〕」  

が開催されます。部門・課題別の成昂割こより級の認定証が  

発行されます。  

（後援：総務省・文部科学省・厚生労働省■経済産業省他）  

0参加資格 小学生以上  

0参加費 7川円（放課定証料・消費税含む）  

0日  時 2月19日（日〕  

（時間は、申込みの際、お知らせします。）  

※申込状況によっては大会日が変更になる場合もあります。  

○申込締切 2月11日（土）  

○大会会場 クリックアートパソコンスクール  

（昭和通2呂5 佐抜ビル2階 ℡21－2111）  

※申込み・問合せはクリックアートパソコンスクール   

冠岳は、秦の始皇帝の命を受けた「方土徐福」が不老不  

死の霊薬を求めて来山し、その霊峰の素晴らしさに冠を捧  

げたといわれる名所で、日本一の徐福傲のある冠岳展望公  

園が整備されるなど観光地、自然環境として優れた地域で  

あり、また、私たちの大切な五反田川水源の輌（かん〕寒  

地でもあります。   

第6回春のかんむり嶽参り徐福花冠祭の前にボランティ  

アによる冠岳及びふれあい林道等の清掃活動と併せて植樹  

を行います。皆様の多数の参加をお願いします。  

0日  時 2月26日（日〕9：15～ （集合9：00）  

0集 合 場 所 冠岳展望公周  

○準備するもの 清掃できる服装、タオル等  

0主  催 徐福花冠集束行委員会  



平成18年度の奨学生を募集  
教育套員会総務課 恒21－5126）  

【奨学金の種類】  

本市に1年以上在住している人の子弟で、学資の支弁が困難と認められる人。  

連帯保証人については、保護者並びに本市に在住する人の2名が必要となりま  

す。  

高等学校、高等専門学校、専修学校高等部及び盲・聾・養護学校高等部  
：月額15，000円以内  

大学、専修学校、高等専門学校専攻課程：月額 30，000円以内  
正規の在学期間  

15名  

卒業後1年経過時点から貸与月数の2倍の月数以内に返還（無利子）  

○資  格  

⊂）金  額  

〔〕貸与期間  

〔〕募集人員  

⊂）返還方法  

水産課程を有する高等学校、船舶通信技術を蚊得できる高等学校、海上技術学  

校及び海上短期大学に在学又は進学予定の人で次の①②のいずれにも該当する  

人  

①上記の学校を卒業後、本市に在籍するまぐろ漁船に3年以上乗船すると認め   

られる人  

②連帯保証人2名の内1名が本市に在住する人であること  
月額 呂仇ODO円以内  

正規の在学期間  

1名程度  

卒業後引き続せ本市に在籍するまぐろ漁船に乗船する期間が3年を超えた場合  

は、返還が免除されます。ただし、3年以内で乗船しなくなった場合は、特別  
な事情を除き、一括返還となります。  

〔〕資  格  

⊂）金  額  

⊂）貸与期間  

○募集人員  

○返還免除  

県内の農業高等学校及び農業大学校に在学又は進学予定の人で、次の①②のい  

ずれにも該当する人  

①農業高校を卒業後、本市にて3年以上農業を本業として経営すると認められ   

る人  

②本市に1年以上在住する人の子弟であること  

月額 30，000円以内  
正規の在学期間  

1名程度  
卒業後引き続き本市において農業を経営する期間が3年を超えた場合は、返還  

が免除されます。  

ただし、3年以内で経営しなくなった場合は、特別な事情を除き、一括返還と  
なります。  

○資  格  

○金  額  
C■貸与期間  

⊂）募集人員  

⊂）返還免除  

○申込方法 申込願書に、必要事項を記入の上、教育委員会（市来庁舎3F）もしくは教育  
委員会分室 仲央公民館1F）へご提出ください。願書は教育委員会と教育委  
員会分室に準備してあります。  

○申込期間 4月2呂日（金）まで  

○問合せ 教育委員会総務課  
※他の奨学資金と併願を希望される方は、申込の際に申し出てください。   



第53回県下一周市郡対抗駅伝競走大会が2月帽日（土）  

から2月22日（水）までの5日間、県下53区間59呂．呂kmにわ  

たって開催されます。   

串木野中継所（Aコープ串木野店前）を、2日目2月19日  

（日）11時46分頃の通過予定です。沿道から多数のご声援を  

よろしくお願いします。  

0大会期間 2月1呂日（土）～2月22日〔水）  

⊂）中継所通過 2月19日（日）11時46分頃を予定  

⊂）コ ー ス 昨年のコースと同様  

3号繰～別府～串木野警察署～島平郵便周  

～南日本新聞串木野販売所～バッティング  

センター右折～Aコープ串木野店～3号線  

′＼  

東シナ海  
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rFこご空真吾悪霊副「  

『こ二忘乱、  
づくりを 

芸芸諾要言霊芝詰冨≡志望讐話芸荒さ 当  

いちき串木野市では、効率的な行政運営を進めていくた  

め「行政改革大綱」の策定を計画しています。   

この大網の策定など、市が行う行政改革の推進及びこれ  

に関連する事項の調査、蕃吉義等計画の段階から市民の皆様  

のご意見をお聞かせいただくため「いちき串木野市行政改  

革推進委員会」を設置するにあたり、委員の一部を募集し  

ます。  

○募集人数 5名以内（委員紙数15名以内）  

⊂）応募資格 次の条件の全てを満たすこと  

（1）満20歳以上で、市内に居住又は市内の事業  

所に勤務していること  

〔2〕平日に開催する会議に参加で卓ること（年  

4【司程度〕  

（3〕本市の他の付属機関の委員でないこと  

（4〕公務員、市議会議員でないこと  

⊂）任  期 委嘱の日から2年  

⊂）応募方法 所定の応募用既に必要事項及び小論文「これ  

からの市行政改革に期待するもの」を記入の  

上、郵送又は持参、若しくは電子メールにて  

提出。（応募用紙は、串木野総合支所企画課  

又は市来総合支所総務課で配付。本市ホーム  

ページからもダウンロードできます。）  

0選  考 応募の多少に関らず選考要蘭に基づき選考さ  

せていただきます。  

0応募期限 平成18年3月10日（金）まで（郵送の場合は、  

応募期限日までに必着のこと）  

○提出先 総務企画部 企画課 企画調整構  

文は市来総合支所 総括課 企画財政係  

0聞合せ 総務企画部 企画課 企画調整係  

電話番号（℡33－5634）  

電子メールアドレス  

kikakul＠city，ichikikuslhkino．1g．jp   

○日  時 3月16日（木）13：30～15：00  

0場  所 いちき串木野市役所串木野庁舎2階  

市長室  

0内  容 テーマ設 定をせず、自由に意見交換をし  

ていただきます。  

○定  員 5人程度［申込み多数の場合は抽選。結  

果は3月10日（金）に連絡します。〕  

ただし、グループでの申込みは3人以内  

でお願いします。  

0申込方法 自治振興課（串木野庁舎）および市来支所  

総務課に専用の申込み用紙があります。  

0申込期限 3月8日（水〕までに申込んでください。  

（電話申込みも可）  

○聞合せ 自治振興課（℡33－56呂1）  

※原則的に毎月第2木曜日に開催する予  

定です。   

予備自衛官捕とは、自衛官未経験者で一定期間の訓練を  

終了した後予備自衛官となります。一般と技能（資格保有  

者）が有り、訓締期間が違います。  

⊂）応募資格 一般：1呂歳以上34歳未満の男女  

技能：1呂歳から55歳未満（資格により差異〕  

の男女  

○受付期間 平成1日年4月7日〔金）まで  

⊂）討≡境 目 一般：平成柑年4月16日（日）  

試験会場・‥国分駐屯地（鹿児島）  

技能：平成1日年4月16日（日）  

試験会場‥・健筆駐屯地（熊本）  

0受験料 無 料  

○待遇等 訓練招集手当7，9DO円／1日  

その他旅費の支給及び訓練間の衣・食一任に  

ついて貸与及び無料  
市民のみなさまの多数のご参加・ご声援を由願いします。  

0日  時 2月26日（日）呂：45 開会式  

⊂）場  所 串木野体育センター  

C■討；合方法 個人戦（ダブルス）クラス別  

ダブルス〔初級・中級・上級）  

操初級は、誰からも初級と見られる人  

（⊃参加資格 市内に居住又は勤務・在学する中学生以上の人  

⊂）参加料 1人1種目1，0州円（当日徴収）  

⊂）申込み・問合せ 2月22日（水）までにバドミントン協会  

事務局（福祉課 野元℡33－5620又は  

生活環境課 大井℡33－5614）へ  

緊詳細についてt・ま、自衛隊鹿児島地〟連結部陣摩JrF内出張   

所（℡22－2401〕担当者・軒下又は、市民課市民儒〔℡3＝ト   

5612）までお問い合せください。  
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年金広幸醍だよリ  

0年金相談に関するお知らせ   

川内社会保険事務所は、次の日程で年金相談窓口の時間  

延長・休日開庁を実施します。ぜひこれらの日を利用して  

ご自身の年金についてご相談ください。  

【開庁時間等】  

川薩人材育成センターでは、次のパソコン講座生を募集  

し王す。  

岩持座名  
．  

パソコン科－  白9：00  

hIs  

DAコース（初級） 昼間部  

6／27   
Word  

至21：DD  

∈ 3カ月  毎週  画 9：00   

アプリケ”ション  ヰ／8～  月・木  ロ   

昼間部   Ms  

Excel  

アプリケーション 夜間部  3カ月  80，000  円  15人               軋／29  の2日  至15：DD  パソコン科     4／4～ 8／27  毎週 火・金 の2日  自1毘：30 ロ 至21：00  CAD科 （木造建築部門） 夜間部     9D，D80  円  邑人  専用CAD JWcad 睡耶針蟹臥積算   

菓■髄 年金相談受付疇周 

11日（土）   9：30′、・16：00  

2月      13日く月）   8ニ30～19：00  

27日〔面   B：30～19：00   

11日（土）   9：30～16：DO  

3月       13日（月）   B：30～19：00  

27日（月）   B：30～19：00   

〔〕国民年金保険料の納付案内をしています。   

国民年金保険料の納め忘れの期間があると、老篠：に受け  

取る年金が減額されたり、年金を受けられなくなる場合が  

あります。   

また、老後を迎える前に病気やけがで障害の状態になっ  

た場合の障害基礎年金や、加入者が亡くなった場合に残さ  

れた家族が受け取る遺族基礎年金についても安けら串なく  

なる場合があり王す。   

このような皆さんの年金権を確保するために、社会保険  

事務所では、納付期限を過ぎても保険料が納められていな  

い場合に、「電話」や「ご自宅への訪問」により納付の案  

内を行ってい左す。  

⊂）電話での案内   

社会保険事務所の職員や社会保険事務局が委託した民  

間業者から、電話で納付の案内をしています。  

⊂）自宅への訪問   

社会保険事務所の職員や国民年金推進員がご自宅にお  

伺いし、国民年金制度－の案内や、保険料納付の相談など  

を行っています。  

※個人情報保護には万全の体制をとっております。また、  

⊂）受付開始 2月13日（月）  

午前8時30分・から（定員になり次第締切）  

○開講 日（ヨパソコン科OAコース〔初級）：昼間部  

4月4日〔火） 9暗から  

②・パソコン科OAコース〔初級）：夜間部  

・パソコン科アプリケーション：夜間部  

・CAD科（木造建築部門）：夜間部  
4月4日（火）1那寺30分から  

⑳パソコン科アプリケーション：昼間部  

4月6日（禾） 9時から  

○問合せ・申込先 川薩人材育成センター（℡22－3耶3）   

健康づくりと仲間づくりを太極拳を通して行っています。  

合併して初めての発表会です。興味のある方はぜひ見学に  

来てみてはいかがでしょうか。一緒に健康づくりをはじめ  

ましょう。  

0日 暗 2月12日（日）10：00～12：00  

0会 場 串木野体育センター  

0演 目 二十四式太極拳・八段錦・太極扇  

四十二式太極拳・四十二式大桶剣  

0発表者 串木野太極拳連盟会員  

串木野太極拳上海倶楽部会員   

夜間や休日にも電話や訪問する場合がありますので、ご  

理解とご協力をよろしくお願いいたします。   

教育委貞会分室では、串木野地域を対象に教育委員会の  

窓口業務を行コています。  

【業務内審】  

・教育委員会主催各種大会・行事等の申込み及び問合せ  

・教育委員会施設の修繕・要望・相談について  

・多目的グラウンドの申込み及び問合せ  

・市立幼稚園の入園、退園及び公立小・中学校の転校につ   

いての問合せ  

・教育委員会各課への申請、受付、報告書、請求書等の取   

扱い  

※その他、ご不明な点は、教育委員会分室にお問合せくだ   

さい。  

小型船舶海技免状の「更新講習」と「失効講習」があり  

ます。  

○日 時 3月11日（土〕14：00～（受付1呂：30～）  

0場 所 いちき串木野市中央公民館（3階）研修室  

0対象者 有効期限が1年以内に切れる免状及び失効して  

いる免状をお持ちの方  

C■持参晶 海技免状・受講料・住民票（本籍記載）  

〔写真は当日撮影するので不要です）  

〔）問合せ 人柱海事事務所（℡099－2吊1－7753）  
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タロマツの桂作り等をはじめとして、盆栽に係る基礎  

を学ぷ講座です。  

0講座 日 2月20日（月）  

0募集人員15名程度  

○対象者 市内に居住する20歳以上の方  

○申込期限 2月15日（水〕   

※材料代として1，000円柱魔の自己負担があります。  

0聞合せ いちき串木野市中央公民餌（℡33－565弟  

市来地域公民館（℡36－2526）  

平成18年4月1日から小学校及び中学校に入学予定の  
ご家庭へ就学指定通知書を1月下旬に送付しました白   

この通知書は、お子様が就学される学校を記したもので、  
重要な書類です。入学式当日学校にご持参ください。  

なお、私立小・中学校入学予定者及び通知書が届いてい  
必ず教育委員会学校教育課までこ  連絡ください。   ない方は、  

公共下水道事業費慕署員担金を納めている人、又は徴収  
獅子を受けている人で、次に該当する場合は「公共下水道  
事業費益者変更届」を提出してください。  

〔∋土地の所有者（受益者）が、売買や相続、贈与等により   
変更になった場合  

②受益者への納入通知書の送付先が変更になった場合  

※すでに完納している場合は提出の必要はありません。   

変更届の用紙は、下水道課にあります。  
0問合せ 下水道課   所得税確定申告、  

市県民税・国民健康保険税の申告受付  

2月16日（木）～3月15日（水）  

税務課（℡33－5616）  

0会 場 串木野庁舎地下第一会議室  

0時 間 9：DO～12：00及び1呂ニ00～16：30  

0申告に必要なもの   

亡1）印鑑   

ほ）収入及び必要経費を証明できる書類（振泉徴収票、  

帳簿、領収書など）   

潮田民健康保険税納入証明書・介護保険料納付証明  

書（税務課発行）、国民年金保険料・生命保険料・  

損害保険料の支払証明書など  

※申告時、会場は大変混雑が予想され、他の方の迷惑に   

なりますので、領収書等は事前に整理しておきましょ   

う。  

小規模企業共享有制度とは、小規模企業の個人事業主また  

は会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合  

に、生活の安定や事業の再建を図るための資金を準備して  
おく国の共済制度で「経営者の退職金制度」といわれ、掛  
金・共済金に対する税制面での優遇措置や掛金総額に応じ  

て各種貸付が受けられます。   

どうぞご活用ください。  

0加入できる方 常時使用する従業員が20人以下（商業・サー  

ビス業では5人以下）の個人事業主およ  

び会社の役員など。  

0掛  金 月巷軋000円～70，000円  
○申 込 先 商工会議所、商工会、県中小企業間体中  

央会、金融機関の車重店など  
○聞 合 せ 県庁 商工政策課〔℡099－2呂6－2935）  

空地や空家に対する火災予防ガ  税務署からのお知らせ  

消防本部（℡32－0119）   ◎所得税確定申告相談局下記日程で受け付けます。  

○会 場 串木野庁舎地下大会講塞  

⊂）日 時 2月20日（月〕～23日（木）  

目：00～12：聞及び13：00～16：00  

※にせ税理士にごi主意を1   

この時期になると、税理士の資格のない人「にせ税理  

士」が横行し、納税相談を受けたり他人の申告書を作成  

するケースが増えるようです。法律に違反するだけでな  

く、記載内容を誤るなど後々問題を引き起こすケースも  

多々発生します。十分注意してください。  

人が容易に出入できる空地や空家は、たばこの投げ捨て  
火遊び、放火などによる火災発生由おそれがあります。   

該当する空地や空家の所有者、管理者、占有者は、火災  

予防上必要な次のようなことに心がけてください。  

空地の火災予防  

○雑草（特に枯草）は除去する。  

⊂）禾クズ・紙クズなど容易に燃えやすいものは除去する  

空家の火災予防  

0人が容易に出入りで卓ないように施錠する  
⊂）空家の周囲に燃えやすいものを置かない。  

○ガスや電気を遮断する。  
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