
　転入・転出の時期になりました。この時期は、ごみの排

出増加に伴ってごみのマナー違反が多くなり、地域住民の

方の迷惑となります。

　可燃ごみ・不燃ごみは、指定ごみ袋を使い、名前（姓・

名）を確実に記入し、決められた時間（当日の朝８：３０）

までにごみステーションへ出してください。

　また、市来一般廃棄物利用エネルギーセンターへの搬入

時間が変わります。

　月～土曜日（※祝日・年末年始を除く）

　９：００～１２：００、１３：００～１６：００

　不明な点は、環境センター（�３２－２３８８）・串木野庁舎

生活環境課・市来庁舎 市民課（�２１－５１１５）へお問い合わ

せください。

　地域子育て支援センター（太陽保育園２階）では、乳幼

児を持つ全ての子育て家庭の育児相談、育児サークルの育

成支援等を行っています。

　育児に行き詰まったり、お悩みの方は、どのようなこと

でもお気軽にご相談ください。

○○育児相談

　子育てにおける悩みや不安等を持つ保護者に対して、乳

幼児保育の専門員が電話相談・面接相談を行っています。

○○育児サークル

　在宅の未就園児を対象とした年齢別サークル（０歳～４

歳）や母親の自主活動サークル（子育て情報、手芸、絵本

の会等）など年間を通して毎月定期的に実施されています。

現在、約２００名の方が登録されております。

○○その他の子育て支援

　親子での遊び等を通して、育児支援を行う親子教室や子

育て講演会、遠足・ハイキング、公園遊び、ミニミニ運動

会などいろいろな育児支援活動を行っています。

※相談及びサークル参加申込みについては、随時受付けて

います。（相談、参加費は無料）

※詳細については、下記へお問い合わせください。

　・地域子育て支援センター（�３３－０１９２）

　・串木野庁舎　福祉課　社会福祉係

　・市来庁舎　健康福祉課　福祉係（�２１－５１１７）

　学童保育とは、保護者が労働等により昼間家庭にいない

小学校低学年の児童（１年生から３年生くらいまで）に対

して、適切な遊び及び生活の場を提供し、遊びを主とする

指導等を行うことにより、児童の健全育成を図るものです。

　本市では、下記の４カ所で学童保育を行っています。

○○くしきのチャイルドクラブ

　下名１２２８３番地３（Aコープ近く）

　代表者　橋口　　了　�３２－９８８６

○○串木野中央学童クラブ

　下名１１４７７番地（串木野小学校敷地内）

　代表者　今給黎　壽　�３３－３１３１

○○照島学童クラブ

　下名５２９６番地４（照島保育所横）

　代表者　寺田　洋孝　�３２－３２７０

○○市来ッズ

　大里３７３１番地（市来小学校空き教室）

　�大潟福祉会　�３６－２１５１

※入所の申込み等については、直接各クラブへお問い合わ

せください。

　他市町村から転入して国民健康保険に加入しなければな

らない方や職場の健康保険の資格を失われた方は、国民健

康保険の加入の届け出を、また、他市町村へ転出する時や

職場の健康保険に加入された方は、喪失の届け出を１４日以

内にしてください。

　国民健康保険税は、届け出の日ではなく、転入した日や

健康保険の資格を喪失した日から課税されます。

　また、市内にお住まいの外国人に対する国民健康保険の

適用については、原則として、外国人登録をしている方で、

在留期間が１年以上である方は、国民健康保険が適用され

ることになりますので、加入の届け出をしてください。

○○問合せ先　健康増進課　保険給付係（串木野庁舎）

　７０歳未満の方が入院したとき、「限度額適用認定証」を医

療機関に提示することで、入院時の窓口での支払いが限度

額までとなります。

　７０歳未満の方は、入院前に必ず申請してください。ま

た、住民税非課税世帯の方で、「標準負担額減額認定証」

をお持ちの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」

への切り替えが必要となります。

◎◎申請時に必要なもの

　・国民健康保険被保険者証

　・印鑑（スタンプ印は使用できません。）

※国民健康保険税に滞納がある場合は、交付できない場合

があります。

○○問合せ先　健康増進課　保険給付係（串木野庁舎） 
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保健・衛生・福祉

ごみ（可燃・不燃）を出すときは、
指定袋に入れて、名前の記入を忘れずに

生活環境課（�３３‐５６１４）

「地域子育て支援センター」のご案内
福祉課（�３３‐５６１８）

学童保育（児童クラブ）のご案内
福祉課（�３３‐５６１８）

国保の届け出は１４日以内に！
健康増進課（�３３‐５６１３）

限度額適用認定証について
健康増進課（�３３‐５６１３）
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　在宅寝たきり者等を長期にわたって介護している方に対

し、介護手当の支給を行っております。

○○支給内容

　一月８，０００円を四半期ごとに前月分までをまとめて支給。

支給対象月は、在宅で過ごしている日が１日でもある月。

○○支給要件

　寝たきり者等及びその介護者が市内に引き続き３カ月以

上住所を有し、次に該当する者。

・在宅において寝たきりで、日常生活を営むのに当たり常

時他の者の介護を必要とする状態が３カ月以上続いてい

る者

・在宅において重度の認知症により日常の生活を営むのに

常時他の者の介護を必要とする状態が３カ月以上続いて

いる者

・介護者…在宅寝たきり者等と同居し、その介護に当たっ

ている者又はそれに準ずる者

○○問合せ先

・串木野庁舎　福祉課　高齢障害係

・市来庁舎　健康福祉課　福祉係

　要介護高齢者の紙おむつ等支給事業を行っております。

○○紙おむつ等の支給方法

　一枚１，０００円の利用券を月３枚（年間３６枚）支給。（指定

店での購入）

○○対象となる紙おむつ等

・紙おむつ（テープ型、フラット型及びパンツ型）

・尿とりパッド、失禁用パッド

○○支給要件

　市内に住所を有する６５歳以上の者で、市町村民税所得割

非課税世帯に属する者、かつ在宅で寝たきり等の状態が３

カ月以上続き、次に該当する者。

・介護保険法に基づく要介護認定において、要介護３以上

の者、又は要介護２となった認知症の者

・身体障害者手帳の１級又は２級の交付を受けている者

・療育手帳のA１、A２を受けている者

○○問合せ先

・串木野庁舎　福祉課　高齢障害係

・市来庁舎　健康福祉課　福祉係

　いちき串木野真夏竹（緑竹）の普及活動の一環として、

真夏竹栽培講習会を下記のとおり実施いたします。

　生産を希望される方は、ふるってご参加ください。

○○日　時　４月１８日�　１３時３０分～

○○場　所　市役所（串木野庁舎）２階会議室

○○内　容　栽培講習会と現地実習

　はり・きゅう・マッサージの施術を受けた場合の施術料

の助成を行っております。

○○助成方法

　一回６００円の助成利用券を一月５枚（年間６０枚）支給。

（指定院での利用になります。）

○○支給要件

　市内に住所を有する在宅の６５歳以上の者で、恒常的に入

院及び通院等により医療保険を使っていない方。

○○問合せ先

　・串木野庁舎　福祉課　高齢障害係

　・市来庁舎　健康福祉課　福祉係

○○活動内容　海洋性スポーツ（カヌー・OPヨット等）

○○募集対象　市内に居住する小学３年生以上の小中学生

　　　　　　（※定員３０名）

○○活動期間　５月２７日�～８月２２日�

　　　　　　計１４回（土日及び夏休み期間）

○○活動場所　B＆G海洋センター艇庫及び体育館周辺・プー

ル等

○○参 加 料　５００円（スポーツ安全保険加入料）

○○申込期限　５月２３日�

○○申込み・問合せ先　B＆G海洋センター

【小学生】

○○開 講 式　５月９日�　１８：３０～２０：００

○○場　　所　照島小学校体育館

○○期　　間　５月９日～７月１８日（隔週水曜日の計６回）

【中学生】

○○開 講 式　５月１６日�　１８：３０～２０：００

○○場　　所　B＆G海洋センター体育館

○○期　　間　５月１６日～７月２５日（隔週水曜日の計６回）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○○対 象 者　市内全域の小学４年生以上～中学生の男女

　　　　　　（※保護者の送迎が条件になります）

○○定　　員　各２０名（定員になり次第締め切ります）

　　　　　　（※１０名に満たない場合は中止します）

○○参 加 料　５００円（スポーツ安全保険加入料）

○○申込方法　５月２日�まで（期日厳守）

　　　　　　市民スポーツ課（市来庁舎）にある所定の申

込み用紙（保護者承諾印が必要）に必要事項

を記入の上、保険料５００円を添えて、保護者が

直接市民スポーツ課に申し込んでください。 
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在宅寝たきり者等介護手当支給事業について
　福祉課（�３３‐５６１９）・健康福祉課（�２１‐５１１７）

高齢者紙おむつ等支給事業について
福祉課（�３３‐５６１９）・健康福祉課（�２１‐５１１７）

真夏竹栽培講習会の開催
農政課（�３３‐５６３５）・産業経済課（�２１‐５１２２）

平成１９年度海洋スポーツ教室生募集
B＆G海洋センター（�３２‐８９９４）

高齢者はり・きゅう及び
マッサージ施術料の助成について
福祉課（�３３‐５６１９）・健康福祉課（�２１‐５１１７）

募集・催し

少年少女バスケットボール教室生募集
市民スポーツ課（�２１‐５１２９）



○○主　催　いちき串木野市弓道連盟串木野分会

○○日　時　毎週水曜日…１９：３０～２１：３０

　　　　　毎週土曜日…１３：００～１５：３０

○○場　所　串木野弓道場

○○対象者　一般及び学生（中学生以上）

　　　　　※男女を問いません。

○○参加料　無料

○○申込先　事務局　橋元　進（�３２－２１３９）へ４月２７日�

までにご連絡ください。

※弓具等は、こちらで準備します。

※随時会員も募集しています。経験のある方は、お気軽に

ご連絡ください。

 

○○募集対象　市内に居住する１８歳以上の一般女性

○○期　　日　前期：毎週木曜日　計１１回

　　　　　　　　　５月１０日�～ ７月１９日�

　　　　　　後期：毎週木曜日　計１６回

　　　　　　　　　１１月１日�～平成２０年２月２８日�

○○場　　所　B＆G海洋センター体育館

○○募集定員　３０名（定員になり次第締切）

○○参 加 料　１，５００円（スポーツ安全保険加入料）

○○活動内容　スポレック等のニュースポーツ

○○申込方法　５月２日�まで（期日厳守）にB＆G海洋セン

ター体育館へ（申込書は、B＆G海洋センター

体育館にあります。）

○○問合せ先　B＆G海洋センター体育館
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　　平成19年度　働く女性の家　定期講座受講生募集　　
働く女性の家（�32－7130）

【講座案内】

講 座 内 容第１回目回数定員時　間曜　日講 座 名

だしのとり方や味付けの基本、盛り付けの工夫、旬
の素材を使い、おいしいレシピを学びましょう。

５月９日１０回２０人
９：３０～
　　１１：３０

第　２
水曜日

わ が 家 の
おもてなし通

年
講
座

手作りドレッシング、麺つゆ、季節の常備菜作りを
学びましょう。秋には無添加味噌を作ります。

５月１６日７回３０人
９：３０～
　　１１：３０

隔月第３
水 曜 日

四 季 の
保 存 食

フラワーアレンジの基礎や花あしらいを学びます。
季節の花で毎日の生活空間に彩を。

５月２６日１０回２０人
１０：００～
　　１１：３０

第　４
土曜日

フラワーアレ
ンジレッスン

和裁の基礎を習い着物作りやリフォームにも挑戦！
入門編として、「ゆかたづくり」を学びます。

５月８日１０回１５人
１３：３０～
　　１５：３０

第２・４
火 曜 日

和 裁 入 門

前

期

講

座

革やビニールレザー等を使い、便利なマイバックや
おしゃれなトートバック作り。

５月１２日１０回１５人
９：３０～
　　１１：３０

第１・３
土 曜 日

手 作 り
マイバック

ハワイの伝統と心を表現した踊りで、年齢に関係な
く楽しめます。ゆったりとしたリズムで心も体も
リフレッシュ。

５月１２日１０回１５人
１０：００～
　　１１：３０

第２・４
土 曜 日

フラダンス

美しい文字はいつの時代も重宝、ボールペンで書く
漢字やかなを基本書写で学びます。

５月８日１０回１５人
１９：３０～
　　２１：００

第２・４
火 曜 日

実 用
ペ ン 習 字

台紙の型を綿と布でくるみ立体感を出して作る押
し絵で季節を楽しむ作品作り。

５月１０日１０回２０人
１９：００～
　　２１：００

第２・４
木 曜 日

押 し 絵

腹式呼吸とストレッチ効果で若さと健康を保ち日
頃の疲れをリフレッシュ。

５月１５日１２回１５人
１９：３０～
　　２０：３０

毎　週
火曜日

リフレッシュ
ヨ ガ

【募集要項】
　○○対　象　市内に居住又は勤務している女性を優先し、男性の方も受講できます。
　○○受講料　無料（ただし材料費実費負担）
　○○申込み　４月20日�までに来館又は電話で働く女性の家へお申し込みください。
　　　　　　（受付時間：火曜～土曜、９：00～17：00、月曜日は休館。※定員になり次第締め切ります。）
　○○開講式　４月27日�　10：00～
　　　　　　講座毎に話や準備についての連絡がありますので、受講生は全員出席してください。
　☆☆託　児　昼間の講座受講時間内の託児をします。
　　　　　　（満２歳以上～未就学児、申込み時に届出、保険料が必要です）
　※申込みが著しく少ない講座は、開講しない場合があります。

＜平成19年度自主講座生新規入会者募集＞
　働く女性の家では、定期講座の他にフレッシュ体操・ヨガ・フラメンコ・パッチワーク・アメリカンキルト・和裁・
袋物・押し花・手描き友禅・生け花・家庭料理・書道等の自主グループ活動をしています。新規入会者を募集してい
ますので、入会希望の方は、お問い合わせください。

� ���������������������������������������������

� ���������������������������������������������

�

� �

�
�
�
�

�
�
�
�
�

B＆G女性スポーツ教室参加者の募集
B＆G海洋センター（�３２－８９９４）

B＆G女性スポーツ教室生募集
B＆G海洋センター（�３２‐８９９４）

弓道教室の開催について
市民スポーツ課（�２１‐５１２９）
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　かごしま検定は、鹿児島県内外を問わず、多くの方々が、

鹿児島への関心を高め、その素晴らしさを実感していただ

くことを目的に下記のとおり実施されます。

○○試 験 日　６月３日�

○○試 験 地　いちき串木野市、薩摩川内市、鹿児島市、他

県内９商工会議所

※かごしまグランドマスター試験は、鹿児島市のみの実施

となります。

【マスター試験（標準クラス）】

・試験時間　１０：００～（制限時間９０分）

・受験資格　学歴・年齢・性別・国籍等に制限はありませ

ん。

・受 験 料　３，１５０円（税込）

【シニアマスター試験（上位クラス）】

・試験時間　１３：３０～（制限時間９０分）

・受験資格　かごしまマスター試験に合格していること。

・受 験 料　３，１５０円（税込）

【グランドマスター試験（最上位クラス）】

・試験時間　１０：００～（制限時間１２０分）

・受験資格　かごしまシニアマスター試験に合格している

こと。

・受 験 料　４，２００円（税込）

○○申込締切　４月２７日�まで

※詳しくは、いちき串木野商工会議所（�３２－２０４９）へお

問い合わせください。

　職業能力開発促進法に基づき、平成１９年度前期技能検定

が次のとおり実施されます。

１．受験申請書受付期間

　４月１３日�まで　※土・日曜日を除く

２．試験実施日

　�実技試験：６月１１日�から９月１６日�までの期間で職

種ごとに定める日

　�学科試験：７月２９日�、８月２６日�、９月２日�、

　　　　　　　９月９日�で職種ごとに定める日

３．合格発表

　�３級：８月２８日�

　�その他の等級：１０月１０日�

４．実施募集職種

　造園、機械加工、左官、表装等３０職種

５．実施募集等級

　１級、２級、３級、単一等級

【問合せ先】

　鹿児島県職業能力開発協会（技能検定試験実施機関）

　〒８９２‐０８３６　鹿児島市錦江町１１番４０号

　鹿児島港湾事務所ビル３階　�０９９－２２６－３２４０

　あなたの豊富な経験・知識・技術をシルバー人材セン

ターで活かしてみませんか？

☆☆入会の条件は

　○おおむね６０歳以上の健康で働く意欲のある方

　○シルバー人材センターの趣旨に賛同した方

　○入会説明を受け、入会申込書を提出した方

　※入会申込時に年会費１，２００円が必要になります。

☆☆お仕事の注文をお待ちしています。

　○庭木の剪定、草刈、障子・網戸張り、大工・左官作業、

一般事務、筆耕、管理業務、家事援助（掃除・食事の

支度・子守り等の子育て支援）等をお引き受けします。

先ずは、ご相談ください。

　○公共的、公益的な団体ですので、安心して仕事をお任

せいただけます。また、収益を目的としておりません

ので、一般的に割安でお引き受けできます。 

　○高齢者の就業ですので、危険・有害な作業を内容とす

る仕事はお引き受けしておりません。

☆☆いちき連絡所の閉所について

　３月末をもって、いちき連絡所は閉所しております。ご

用命は、いちき串木野市シルバー人材センター事務局で承

ります。

　○所在地：栄町１６番地

　○電　話：３２－９０００　ＦＡＸ：３３－２２６６

　６０歳以上の健康な方であれば男女を問わず、誰でも参加

できます。毎週一回月曜日、健康つくりと心身のリフレッ

シュ、仲間づくりに爽やかな汗を流してみませんか？

○開講日　５月７日�

○時　間　午前９時３０分～午前１１時３０分

○会　場　串木野体育センター等

　　　　　（「シーサイドガーデンさのさ」近く）

○定　員　約５０名

○内　容　健康体操及びニュースポーツ等各種

○期　間　年間２０回程度を予定

○保険料　一人８００円を添えて下記申込先へ

　※締切り　４月２４日�

　※申込先　・串木野体育センター（�３２－１８９９）

　　　　　　・市民スポーツ課（市来庁舎）

かごしま検定の実施
商工観光課（�33‐5638）

シルバー人材センター会員等募集
福祉課（�３３‐５６１９）

平成１９年度
前期技能検定（国家検定）の実施について

商工観光課（�３３‐５６３８）

平成１９年度
健康つくりスポーツ教室生募集

市民スポーツ課（�２１‐５１２９）
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　いちき串木野ゴールドジャンボスタンプラリー開催　
商工観光課（�３３－５６３８）

　市内協力飲食店、事業所によるスタンプラリーを実施します。

　あなたもチャレンジして、豪華賞品をゲットしませんか？

○○スタンプラリー期間　４月１日�～５月３１日�

○スタンプラリーカード及び協力店舗は、「のぼり旗」を目印にしてください。

　また、次のイベント会場でもスタンプラリーカードを配布しております。

　４月１５日�………………第５０回記念　串木野浜競馬大会

　　　２１日	・２２日�……薩摩金山蔵オープン２周年記念行事

　　　２８日	・２９日�……�田屋伝兵衛蔵祭り

　　　２９日�・３０日�……第１６回串木野まぐろフェスティバル

○○抽選で当たる賞品

　・ビッグゴールド賞（１名）…「いちき串木野大使」純金名刺１枚＆いちき串木野市商品券１０万円分　ほか

○○問合せ先　実行委員会事務局（いちき串木野商工会議所内）�３２－２０４９（土・日・祝日を除く）

第50回記念

串串串串串串串串串串木木木木木木木木木木野野野野野野野野野野浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜競競競競競競競競競競馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬大大大大大大大大大大串木野浜競馬大会会会会会会会会会会会
　来る４月１５日�、いちき串木野市の照島海岸

で、「串木野浜競馬大会」が開催されます。

　昭和３３年、当時まだ馬が輸送機関の主力を成

していた頃に、地元の荷馬車組合が花見の余興

に行ったのがきっかけで始まったこの大会も、

今回でなんと５０回目を迎えます。

　半世紀にわたって続けられてきたこの一大

イベントにぜひお越しください！

※小学生以下の
子どもさんを
対 象 に し た
「ポニー試乗
会」も行われ
ます。

 シャトルバス運行図 
西薩工業団地
（大型駐車場）        １０分　　　  　浜競馬会場
  JR串木野駅 　　　　　　　　　（照島海岸）

ばふーん饅頭などの特産品が並ぶ、
地元物産展も開催！

ウマいよ！！

　

※ばふーん饅頭は馬に扮した売り子が移動販売いたします。

 第５０回記念ヘリコプター遊覧飛行 
　浜競馬大会第５０回を記念しまして、「空から眺める
浜競馬大会！いちき串木野ヘリコプター遊覧飛行」を
行います。
　西薩工業団地を発着点とし、串木野の市街地～照
島海岸上空～市来の市街地までをぐるっと一回りす
る遊覧飛行です。料金は、大人１名３，９００円。４歳～
小学生１名３，５００円です。
　この機会に、私たちのまち「いちき串木野」を空か
ら眺めてみませんか？

※なお、当日は、会場周辺が大変混雑いたします。西薩工業団地の駐車場と会場を10分で結ぶシャトルバスが、随時ピス

トン運行していますので、こちらのご利用をお願いいたします。串木野駅から会場までの往復ピストンバスも運行しま

す。

�　　　
　　　　

　　　　
　　�

�　　　　　　　　　　　�

4月15日�　9：30開会■と　き

いちき串木野市 照島海岸■ところ
15：30
▼

15：00
▼

14：00
▼

13：00
▼

12：00
▼

11：00
▼

10：00
▼

９：30
▼■進　行

　　　　　　　　　　　　
決勝レース

　　　　　　　　
予選レース

　　　　
ポニー試乗会

　　　　
開会式
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地元物産展・ヘリコプター遊覧飛行
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　平成１９年度第１回危険物取扱者試験が実施されます。
○○試験の種類　甲種、乙種（第１類～第６類）及び丙種
　　　　　　　（乙種の複数受験を実施）
○○受付期間　４月１６日�～５月２日�（土・日を除く）
○○受付場所　
消防試験研究センター鹿児島県支部
○○試験日時　６月１０日�
　　　　　　集合時間：午前９時３０分　開始時間：午前１０時
○○試験会場　県立川内商工高校（薩摩川内市）、ほか県内１１

会場

○○日　　時　５月２０日�　９時開会式
○○場　　所　B＆G海洋センター体育館（開会式）
　　　　　　串木野体育センター
○○参加資格　市内に居住又は勤務する小学校４年生以上の

女性
○○競技方法　１５点先取２セットマッチ（６人制）
○○試 合 球　
日本バレーボール協会設定のソフトバレー

ボール（※ゴム製円周７８±１㎝、重量２１０±１０g）
○チーム編成　６名＋補欠３名以内（うち高校生及び児童生

徒の参加は１チーム２名以内とする。）
○○申込方法　５月１０日�まで（期日厳守）にB＆G海洋セン

ター体育館にお申し込みください。
　　　　　　※申込書は、B＆G海洋センター体育館にあ

ります。
○○問合せ先　B＆G海洋センター体育館
○○抽　　選　５月１１日�　１５時からB＆G海洋センター体

育館のミーティングルームで行います。
○○参 加 料　１チーム　１，０００円
○○そ の 他　主審・副審・線審は各チームで行います。

　平成１９年度に市内で開催される軟式野球大会への参加
チーム（団体）を募集します。
　参加を希望されるチーム（団体）は、４月２４日�までに
いちき串木野市軟式野球連盟に登録してください。
○○登 録 先　いちき串木野市軟式野球連盟事務局
　　　　　　※串木野庁舎 福祉課 鬼塚まで
　　　　　　　�３３－５６１９（直通）
○○登録用紙　連盟事務局で受け取ってください。
○○登 録 料　１チーム　１０，０００円
○○保 険 等　各チームでスポーツ保険等に必ず加入してく

ださい。
○○大会予定　第２回市長旗争奪軟式野球大会（５/２７）
　　　　　　他２大会
 

【年金相談に関するお知らせ】
　川内社会保険事務所（�２２－５２７６）では、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、この機会にご自身の年金についてご相談くださ
い。

【学生で保険料が納められない！～学生納付特例制度～】
　学生納付特例制度は、大学や短大、各種専門学校などに
在学している２０歳以上の人であって、本人の前年の所得が
一定基準以下の場合について、在学期間中の保険料納付を
猶予する制度です。
　学生納付特例制度を利用するには、市町村の国民年金担
当窓口又はお住まいの地域を管轄する社会保険事務所に申
請する必要があります。
　仮に、学生納付特例期間中に障害や死亡といった不慮の
事態が起こった場合でも、障害基礎年金（１級又は２級）
又は遺族基礎年金を受け取ることができます。
　学生納付特例制度の承認を受けた期間は、そのまま納め
なければ、将来受けるべき年金額が少なくなります。
　そこで、これらの期間は、１０年以内であれば、あとから
保険料を納めること（追納）ができるようになっています。
ただし、保険料免除の承認を受けた期間の翌年度から起算
して、３年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保
険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

　子どもの安全な遊び場確保・社会教育団体活動の促進・
社会体育の振興を主とした目的に、学校施設を学校教育に
支障のない範囲で開放する「学校施設開放事業」を行って
います。
　つきましては、市内にある各小・中学校体育館やグラウ
ンド等を利用してスポーツ活動等を行いたい団体は、下記
により利用登録申請書をご提出ください。
①開放登録受付期間　４月１３日�～４月２３日�
②登録用紙受取場所　各小・中学校
③登録用紙提出場所　利用希望の各小・中学校
④その他　登録申請後、後日、開放説明会（利用調整会）

が各学校で開かれますので、利用希望団体につ
いては、必ず都合をつけてご出席ください。

　意欲ある農業者を対象として、農業用ハウス（概ね７０�
以上）を設置する場合は、補助金（１/３以内、限度額１０万
円）を交付します。
　ハウス設置について検討されている方は、条件等があり
ますので、５月２日�までに農政課 農林係（串木野庁舎）又
は産業経済課 農林係（市来庁舎）までご相談・ご連絡くだ
さい。　
※ハウスを設置した後の申請はできません。

そ　の　他

第２０回B＆G杯女性ミニバレーボール大会
B＆G海洋センター（�３２‐８９９４）

【試験準備講習会】
会　　　場期　　日種別

川 内 文 化 ホ ー ル
（薩摩川内市）

５月２３日�（法令）
５月２４日�（実務）

乙　種

第４類
ポリテクセンター鹿児島

（鹿児島市）
５月２６日	（法令）
５月２７日�（実務）

ポリテクセンター鹿児島
（鹿児島市）

５月１３日�丙　種

※乙種第４類については、上記以外の会場もあります。
※受験願書等は、消防本部及びいちき分遣所にあります。
詳しくは、消防本部危険物係又はいちき分遣所危険物係
（�２１－５０７７）へお問い合わせください。

軟式野球大会への参加チーム（団体）を募集
市民スポーツ課（�２１‐５１２９）

平成１９年度学校施設開放事業利用登録受付について
市民スポーツ課（�２１‐５１２９）

農業用ハウス設置事業をご利用ください
農政課（�３３‐５６３５）・産業経済課（�２１‐５１２２）

危険物取扱者試験
消防本部（�３２‐０１１９）

ねんきん広報だより

年金相談受付日実施日月

左記実施日等の年金相談の受付時間
○月曜日・火曜日　８：３０～１９：００
○土曜日　９：３０～１６：００
○その他の平日　８：３０～１７：１５

９日�

４月 １４日	

２３日�

本紙は古紙配合率100％ 
再生紙を使用しています 

発　行：いちき串木野市役所 企画課
〒８９６‐８６０１　鹿児島県いちき串木野市昭和通１３３番地１

（TEL） ０９９６‐３２‐３１１１　（FAX） ０９９６‐３２‐３１２４ 

ホームページ：http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/
携帯用：http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/i/
E-mail：info@city.ichikikushikino.lg.jp
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