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学童保育（放課後児童クラブ）のご案内
福祉課（☎33－5618）

「地域子育て支援センター」のご案内
福祉課（☎33－5618）

妊婦健康診査の公費負担が５回になります

健康増進課（☎33－3450）

可燃ごみ・不燃ごみを出すときは、
指定袋に入れて、名前の記入を忘れずに

生活環境課(☎33－5614)

　転入・転出の時期は、ごみの排出増加に伴ってごみ出

し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、分別をして指定ごみ袋に入れ、

名前（姓・名）を記入し、決められた時間（当日の朝８：

30）までにごみステーションに出しましょう。

　また、地域のごみ出しのマナーを守って適切に処理さ

れるようお願いします。なお、決められた時間内に出せ

ない場合や一時多量ごみは、事前に環境センターへ問い

合せの上、直接お持ち込みください。

　ご家庭でも、ごみの正しい分け方・出し方について再

点検してみましょう。

　不明な点は、環境センター（☎32-2388）、串木野庁

舎生活環境課（☎33-5614）、市来庁舎市民課（☎21-5115）

へお問合せください。

　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。

　市では、下記の５ヶ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）

　（社）大潟福祉会（☎36-2151）

○生福学童クラブ（4月中に開設予定）

　上名9129番地2（生野公民館）

　代表者　松 岡  恵 子（☎32-4558）

※　入所の申込み等については、直接各クラブへお問合

　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、お悩みの保護者の方は、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人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）

※詳細は、地域子育て支援センター（☎33-0192）へお 

　問合せください。

　平成20年４月から、妊婦健康診査の公費負担が、２回

から５回に、また合わせて検査項目も変更することにな

りました。

　母子健康手帳の交付の際（毎月第２・４月曜　9：00～

16：00）に、健康診査受診票綴をお渡ししますので、県

内の産婦人科医療機関でご利用ください。

※母子の健康を守るために、早めに母子健康手帳の交付

　を受け、定期的に妊婦健康診査を受けましょう。
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保健・衛生・福祉

問診及び診察・血圧・体重測定

尿検査（蛋白・糖・ケトン体）

超音波検査

血液検査（血液型・梅毒血清反応検査・

B型肝炎抗原検査・C型肝炎抗体検査・

血糖検査・血色素検査・HTLV-1抗体

検査・HIV抗体検査・トキソプラズマ

抗体検査・風疹ウイルス抗体検査）

子宮頸がん検診（細胞診）

問診及び診察

血圧・体重測定

尿検査（蛋白・糖・ケトン体）

超音波検査

血液検査（血糖検査・血色素検査）

回数

受診時期

の 目 安

(妊娠週数)

検　査　項　目

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

８週前後

20週前後

24週前後

30週前後

36週前後

※上記以外の検査項目については、自己負担となります。



未来の宝子育て支援金について
福祉課（☎33－5618）

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）

犬・猫の飼い方について
生活環境課（☎33－5614）

国民健康保険被保険者証について
健康増進課（☎33－5613）

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）

　次の世代を担う子どもたちの出生を祝福し、子育てを

支援する制度です。

【祝金の対象者】
　①入学祝金：10万円

　　既に３人以上の子どもを養育し、第3子以降の子ども

　が平成20年４月に小学校に入学した方（保護者）

　　ただし、入学時点で保護者が、いちき串木野市に１

　年以上住所を有していること

　※入学式終了後に申請してください。

　②出生祝金：10万円

　　既に2人以上の子どもを養育し、第３子以降の子ども

　を出産した方（保護者）

　　ただし、子どもの出生前に保護者が、いちき串木野

　市に１年以上住所を有していること

　③誕生日祝金：１歳から5歳までの誕生日ごとに２万円

　　既に２人以上の子どもを養育し、平成18年１月１日

　以降に第３子以降を出産した方で、その第３子以降の

　子どもが誕生日を迎えた方（保護者）

　　ただし、子どもの誕生日時点で保護者が、いちき串

　木野市に１年以上住所を有していること

○必要なもの

・申請者及び配偶者がいちき串木野市税を滞納していな

　いことがわかる、市税務課発行の証明書（申請書に添

　付してあります）

・印鑑

・保護者の振込口座預金通帳（郵便局は不可）

※各祝金が請求できるのは、該当する祝金の要件が発生

　した翌月から６カ月以内です。

○請求及び問合せ

・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）

　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。

○支給要件

寝たきり者等及びその介護者が市内に引き続き３ヶ月以

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ヶ月以上続い

　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ヶ月以上続

　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

・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ヶ月以上続き、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

　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者。

　地域住民が犬・猫のペット動物と快適に過ごせる生活

環境づくりについて、マナーを守って、次のことに心が

けましょう。

○犬を飼う場合は丈夫なひもや鎖でつなぎ、放し飼いは

　しない。

○散歩の際はひもなどでつなぎ、糞等は持ち帰る。

○近所の方へ危害や迷惑を及ぼすことのないよう、適切

　なしつけを行う。

○飼い猫以外の猫への餌付けはしない。（近所の方に迷惑

　となったり、不幸な猫を増やすことにもつながります。）

※家族と同様に愛情を持って、終生飼いましょう。

※やむを得ず飼えなくなった場合は、自らの責任で新し

　い飼い主を探してください。

　３月21日に配達記録でお送りしました国民健康保険証（該

当者のみ）は、台紙の裏の記載に一部誤りがありましたが、

同封の手紙のとおり４月１日から使用できますので、４

月からは新しい保険証をご使用ください。
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中学１年　　　　平成20年度に接種　　　　高校３年　　　　平成20年度に接種

小学６年　　　　平成21年度に接種　　　　高校２年　　　　平成21年度に接種

小学５年　　　　平成22年度に接種　　　　高校１年　　　　平成22年度に接種

小学４年　　　　平成23年度に接種　　　　中学３年　　　　平成23年度に接種

小学３年　　　　平成24年度に接種　　　　中学２年　　　　平成24年度に接種

麻しん風しん混合ワクチン（MRワクチン）の
３期(中学１年生)・４期(高校３年生)が、始まります。

串木野健康増進センター（☎33－3450）・健康福祉課（☎21－5118）

　平成19年に10代および20代の年齢層を中心として麻しんが流行しました。その主な原因は､麻し

んの予防接種を受けていなかった人や受けても十分な免疫を保有していない人が就学等の集団生活

の環境下に一定程度いたためとわかりました。そこで、平成20年度から平成24年度までの5年間に

限って、中学１年生相当世代(第３期)、高校３年生相当世代(第４期)を対象に麻しん風しん混合ワ

クチン予防接種を実施することになりました。 

　対象者には行政嘱託員を通じて予診票を配布（4／21）しますので、実施医療機関で接種を受け

てください。

◎平成20年度　麻しん風しん混合ワクチン予防接種３期・４期

・接種期間　 平成20年５月１日～平成21年３月13日

・対 象 者　 いちき串木野市に住所があり、麻しんと風しんの両方にかかっていなくて、

　　　　　　【ＭＲ3期】　中学1年生に相当する年齢の人（平成７年４月２日～平成８年４月１日）

　　　　　　【ＭＲ4期】　高校3年生に相当する年齢の人（平成２年４月２日～平成３年４月１日）

　（注）ＭＲワクチン第３期と第４期 は、どちらか一方しか受ける事が出来ません。また、全学

　　　年を１度に接種するのではなく平成20年度から５年間かけて３期は中学１年になる学年で

　　　接種し、４期は高校３年になる学年で接種します。第３期対象者の小学３年生～中学１年生

　　　は必ず中学１年で受けてください。この時期を逃すと無料接種とはなりません。（中学１年

　　　で受けるのを忘れたので高校３年で受けよう、という事はできません。５年間だけの措置な

　　　ので、その時にはＭＲワクチン第３期、第４期は廃止されています。）

・接種料金　　無料

・備　　考　　麻しん・風しんの予防接種は平成17年3月までは1回接種でしたが、平成18年４月

　　　　　　からは日本も諸外国と同様に、一生のうちに2回ワクチンを接種できるようになりま

　　　　　　した。

　　　　　　　現在は１回目は１歳児（1期ＭＲ）、２回目は小学校就学前の１年間（２期ＭＲ）

　　　　　　で行われています。

　　　　　　　ところが、平成18年度以前に小学校へ入学したお子さんは、制度上２回目のＭＲ

　　　　　　ワクチンを公費で受けることができませんでした。

　　　　　　　そこで、平成20年度からは、中学１年（３期ＭＲ）と高校３年（４期ＭＲ）で２

　　　　　　回目のＭＲワクチンを接種する機会が設けられました。３期・４期の対象者は２期Ｍ

　　　　　　Ｒワクチンの制度創設以前に小学生になっていた方のみです。中学１年生で３期を受

　　　　　　けた方は高校３年の４期は接種対象にはなりません。

○ 問 合 せ　串木野健康増進センター　　　　　（☎33-3450）

　　　　　   市来庁舎　健康福祉課　健康増進係（☎21-5118）

平成20年度学年　　３期ＭＲワクチン　　平成20年度学年　　４期ＭＲワクチン
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障がい者相談支援事業について（ご案内）
福祉課（☎33－5619）

姉妹都市サリナス市への派遣中高校生募集
企画課(☎33－5628)

第１７回串木野まぐろフェスティバル
水産港湾課（☎33－5637）

「いちき串木野出会いサポート事業」の
企画案募集について

企画課（☎33－5634）

　市では、障がいのある方が自立した日常生活を営むこ

とができるよう、各種相談や必要な支援を行う「相談支

援員」を設置しています。

○相談内容　障がい福祉サービスに関する相談

　　　　　　障がい福祉サービスの利用手続きの説明

　　　　　　障がいに関する悩みごと

○相談方法　福祉課窓口での相談

　　　　　　電話による相談

　　　　　　（福祉課高齢障害係☎33-5619）

　　　　　　ご自宅へ伺う訪問相談

○相談日時　月曜日～金曜日（祝日、年末年始は除く）

　　　　　　9：00～16：30

※公務で不在の場合もありますので、あらかじめご連絡

　ください。

〔連絡先〕福祉課高齢障害係　☎33-5619・FAX32-3124

　　　　   E-mail  fukushi3@city.ichikikushikino.lg.jp

※相談内容・個人情報などの秘密は厳守します。

※相談は無料です。

  いちき串木野市・サリナス市姉妹都市協会では、「中高

校生米国派遣助成事業」の派遣中高校生を募集します。

　この事業は、将来を担う青少年を本市の姉妹都市であ

るサリナス市の一般家庭でのホームステイを通じて、地

域の人たちや中高校生と交流を深め、国際性豊かな青少

年を育成することを目的としています。

○派遣期間　８月上旬から２週間程度

○応募資格　保護者が市内に住所を有している中学３年

　　　　　　生と高校1･2･3年生で、学校長の承諾を受け

　　　　　　た者

○経費補助　参加者負担金約30万円のうち、1/2相当額

　　　　　　をいちき串木野市・サリナス市姉妹都市協

　　　　　　会が補助します。ただし、パスポート・出

　　　　　　入国手続き等に伴う経費等は、自己負担と

　　　　　　なります。

○申込方法　下記の要領により、5月７日(水)までに、い

　　　　　　ちき串木野市・サリナス市姉妹都市協会事

　　　　　　務局へお申し込みください。（申込書類は、

　　　　　　協会事務局および市企画課に準備してあり

　　　　　　ます。）

　　　　　　⑴中高校生米国派遣助成事業申込書

　　　　　　⑵学校長の承諾書

　　　　　　⑶派遣に関する保護者・本人の承諾書

○選　　考　１次審査(作文)　５月11日(日) 10:00～

　　　　　　２次審査(面接)　５月18日(日) 10:00～

○選考場所　いちき串木野商工会議所　２Ｆ大会議室

　　　　　　（旭町１７８番地）

○問 合 せ　いちき串木野市・サリナス市姉妹都市協会

　　　　　　事務局〔いちき串木野商工会議所内〕

　　　　　　（☎32-2049）

○日　時　４月26日(土)・27日(日)　9:00～17:00

○場　所　串木野漁港外港（まぐろ本町）

○催し物　

【ステージ（26日）】

　薩州聖太鼓、ちびっ子チアガール、相撲甚句、チャン

　さねステージ

【ステージ（27日）】

　串木野中学校吹奏楽部、ちびっ子大漁踊り、郷土芸能、

　深山流桜小町太鼓と舞踊・木ノ葉流舞踊、ウルトラマ

　ンショー、歌謡ショー

【大抽選会（両日）】

　まぐろ一本が当たる空クジなしの海難遺児チャリティ

　ー大抽選会（前売券発売中）

【周辺イベント（両日）】

　サスケショー、冷凍まぐろ解体ショー＆即売、まぐろ

　のかぶと焼きの無料試食コーナー、まぐろ大特売コー

　ナー、まぐろ丼・まぐろラーメン、いちきポンカレー、

　いちき串木野特産品コーナー、子供向け天然活魚のつ

　かみ取りコーナー、巡視船一般公開（予定）

※各種イベントが盛りだくさん、大人から子供まで終日

　お楽しみいただけます。皆様の多数のご来場をお待ち

　しております。

※イベント内容については、変更になる場合もあります。

○問合せ　鹿児島まぐろ船主協会

　　　　〔串木野まぐろフェスティバル実行委員会〕

　　　　（☎32-2181）

　市では、少子化対策のための新たな取り組みとして、

結婚に向けた若者の出会いの場を創出する「いちき串木

野出会いサポート事業」を実施します。

　この事業は団体等から企画案を募集し、審査のうえ採

用された企画について市との委託契約により事業を実施

していただくもので、下記のとおり企画案を募集します。

○募集内容

　①企画内容　独身男女の出会いの機会となる文化・スポ

　　　　　　　ーツイベント、セミナー、パーティー・

　　　　　　　体験教室などの幅広い企画案

　②実施時期　平成20年６月～平成21年３月末

　③委託金額　30万円以内

○募集期間　　４月７日（月）～４月30日（水）

○応募方法　　応募書、企画提案書などの応募書類を企　

　　　　　　　画課まで郵送又は持参してください。

※詳しい募集要項及び応募書類は、串木野庁舎２階企画

　課もしくは市来庁舎１階市民課にあるほか、市ホーム

　ページに掲載しています。

募集・催し



5

商工観光課（☎33－5638）

※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。

ばふーん饅頭などの特
産品が並ぶ、

地元物産展も開催！

　来る４月２０日（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５１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！

いちき串木野市照島海岸

■と　き

■ところ

■進　行

9:30    10:00      11:00      12:00         13:00      14:00      15:00    15:30

予選レース
開会式 昼休み

地元物産展・午後お楽しみ抽選会

決勝レース

シャトルバス運行図

西薩中核工業団地
（大型駐車場）

JR串木野駅

（9：00～16：00頃までピストン運行）

競馬会場
照島海岸

約10分

※なお、当日は、会場周辺駐車場が大変

混雑いたします。西薩中核工業団地の臨

時駐車場と会場を約１０分で結ぶシャト

ルバスが、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。ま

た、串木野駅から会場までのシャトルバ

スもピストン運行いたします。 輓馬レースの様子輓馬レースの様子

「パソコン講座生」受講生募集
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ます。

講   座   名　　　　　　　　　　　　講座期間　　　　講習時間　　　　　　　受講料募集
定員

パソコン基本講座（事務効率化を図るうえで不可欠

　なパソコンの基本操作を学ぶ）

文書作成基本講座（ビジネスに欠かせない文書作成

　の基本を習得する）

表計算基本講座 （ビジネスに欠かせない表計算機

　能の基本を習得する）

ＣＡＤ基本講座 （これから始めようとするＣＡＤ

　操作の基本を習得する）

5月8日～6月26日
毎週木曜日(８回)

各講座とも
5月24日～7月12日
毎週土曜日（８回）

18：30
～21：00

各講座とも

 13：00

 ～16：00

10人

10人

10人

10人

30,000円

30,000円

30,000円

30,000円

○受付開始日　　４月18日（金）9：00～（定員になり次第、締め切ります）

○申込・問合せ　川薩人材育成センター（☎22-3873）
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～ふれあい　学びあい　生きがいのある人生を～

市民のみなさまの生涯学習を充実するために、今年も下記の講座や教室等を計画しました。

生活の充実や健康増進・生きがいづくりのために、参加してみませんか?

１ 生涯学習講座　(対象者は市内居住一般成人)
講　座　名　　　　　 学　習　内　容　　　　対象　定員　　開講場所　開講予定日　 時　間

『お話相手
　ボランティア講座』

『ふるさとの歴史教室』

『さわやか体操教室』

『盆栽実習教室』

『庭木剪定教室』

『エコクラフト手芸教室』

『アートフラワー教室』

『親子ふれあい教室』

『パソコン教室』

『ふるさとクッキング教室』

『基礎料理教室』

話の聞き方や自分の気持ちの伝

え方を学びます。

生活に潤いを与える歌を楽しく

学びます。

社交ダンスの基本的な技法を学

びます。

実技を通して木工の基礎を学び

ます。

学校の施設をつかって学習活動

をする講座です。

食育・ニュースポーツ・一般教

養などを学習します。 

野菜・土作りの基礎を学ぶ教室

です。

基礎知識・技能を実習を通して学びます。

基本的知識と技能を身につける教室です。

　　　　　　〃

親子で一緒に楽しむ教室です。

基本的な知識と操作を学びます。

水彩画・油絵の基礎を学びます。

初心者向けの山野草・薬草を含

めた実技を主とした講座です。

簡単な色塗りから自分では気づ

きにくい心の声に耳を傾けて心

と体のバランスのとり方を学び

ます。

郷土の歴史を学びます。

料理の基礎を学ぶ男性向け講座です。

旬の食材を生かす料理教室です。

和室でできる体操教室です。

※定員を大幅に割り込む場合は休講となることもあります。

※実技を伴う教室の場合の材料代等は自己負担となります。

※予定日や時間は、会場や祝日等の関係で変更になることもあります。

成人

成人

成人

成人

成人

成人

成人

成人

成人

成人

成人

成人

成人

成人

女性

制限

なし

成人男性

20人

20人

20人

20人

20人

20人

25人

25人

25人

25人

15人

15人

15人

12人

中央公民館

中央公民館

中央公民館

中央公民館

中央公民館

中央公民館

中央公民館

照島地区公民館

市来農芸高校

市来農芸高校

市来地域公民館

市来地域公民館

市来地域公民館

市来地域公民館

市来地域公民館

第３木

第４火

第３火

第２水

第２木

第４木

第1･3月

第４火

第３土

第３木

第２土

第２水

第２土

第３水

第１金

10時～12時

10時～12時

9時半 1̃2時

9時半 1̃2時

9時半 1̃1時

19時 2̃1時

10時 1̃2時

10時 1̃1時半

10時 1̃1時半

9時 1̃1時

9時 1̃1時

9時 1̃1時

9時半～11時半

9時半～11時半

13時半 1̃5時半  

募集要項は別途

「広報いちき串木野」に掲載予定です。

　その要項により申し込んでください。

『カラーセラピー講座』

『童謡・唱歌教室』

『社交ダンス講座』

『家庭菜園教室』

『絵画教室』

『木　工　教　室』

『成人大学』

『女性教室』
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【申し込みについて】

　①　中央公民館、市来地域公民館に右下の申込書を直接、または郵送で４月18日(金) までに提出して

　　ください。(電話・ファックスでの申し込みは受け付けません)

　　　　　　　※　いちき串木野市のホームページでも申し込み出来ます。

　②　受講者の決定については後日、申込者全員へ連絡します。

　　　(定員を超えた場合は、初心者・申し込み回数の少ない方を優先します。)

　③　生涯学習講座の開講式を5月23日(金)に行う予定です。(午前中)

　　当日は各講座ごとに、テーマや年間の運営について話し合いを持つ予定です。受講が決定された方

　　は必ず出席してください。詳しい内容や日程につきましては、受講決定通知の際、お知らせします。

２ 高齢大学　 

　◎問合せ　　社会教育課　〒899-2192　いちき串木野市湊町１丁目１番地　　　(☎21-5128)

　　　　　　　中央公民館　〒896-8601　いちき串木野市昭和通133番地１　　　（☎33-5654）

　　　　　　　市来地域公民館  〒899-2101　いちき串木野市湊町１丁目102番地（☎36-2526）

講座・学級名　　　　開 講 場 所　　　開 講 予 定 日

冠岳高齢大学

生福高齢大学

上名高齢大学

中央高齢大学

照島高齢大学

旭　高齢大学

荒川高齢大学

羽島高齢大学

土川高齢大学

湊・川南ときわ大学

川北ときわ大学

川上ときわ大学

冠岳地区公民館

生福地区公民館

勤労青少年ホーム

市民文化ホール

照島地区公民館

旭　地区公民館

荒川地区公民館

羽島地区公民館

土川地区公民館

市来地域公民館

市来研修センター

川上小学校多目的ホール

　毎月５日  前後

　毎月10日　〃

　毎月18日　〃

　毎月25日　〃

　毎月30日　〃

　
　毎月20日　〃

　毎月１日　〃

　毎月14日　〃

　　
　隔月14日　〃

　
　毎月20日　〃

　月初め

　　毎月20日前後

◎　学習内容は生きがいづくりや一般教養

　などです。

◎　予定日が土曜日・日曜日・祝日などの

　場合は変更になります。

◎　開講は５月～３月です。

【申し込みについて】

　　高齢大学は、各高齢大学学級長へ申し

　込んでください。

※　いずれも下の申込書で申し込んでください。申込期限は４月18日(金)です。

受 講 希 望 講 座・大 学 等 受講回数 今後開設を希望される講座がある場合は

下に記入してください。

氏　　　　名　　　　　　　　　住　所　(〒　　　　　　　　)　　公民館名　　年齢　　　 電　　話

いちき串木野市

(切り取り線)

申　込　書  

※　希望される講座が今回で何回目の受講になるか必ず記入してください。

※　用紙が不足する場合は公民館窓口にあります。

フリ　　　　　　　　　　　ガナ



8

働く女性の家（☎32－7130）

�講 座 名� 曜 日� 時 間� 定員� 開講日 �講　座　内　容��
回
　
数�

通
　
年
　
講
　
座

前
　
期
　
講
　
座

スローフードの
食　　　　　卓�

伝えたい味と
保　　存　　食

男　の　厨　房

ナ チ ュ ラ ル
トールペイント

初心者のための
パソコン活用法

フ ラ ダ ン ス

プリザーブド
フ  ラ  ワ  ー

第　　　２
水　曜　日

第　　　３
水　曜　日

第　　　１
土　曜　日

第 １ ・ ３
木　曜　日

毎　　　週
火・金曜日

第 ２ ・ ４
火　曜　日

第 　 　 ４
火　曜　日

9:30
～11:30

9:30
～11:30

9:30
～11:30

13:30
～15:30

10:00
～12:00

19:00
～20:30

19:00
～21:00

20人

30人

15人

15人

10人

20人

15人

10

10

10

10

7

10

5

5月14日

5月21日

5月10日

5月15日

5月 9 日

5月13日

5月27日

だしのとり方や味付けの基本、盛り付けの工夫、
添加物の少ない旬の食材を使い体に優しい料理を
学びましょう。��

いつまでも伝えたいお母さんの味や郷土の料理、
食卓に欠かせない保存食や季節の常備菜作りを学
びましょう。

男性のための料理講座です。基礎から習って得意
の一品をマスターしましょう！

トールペイントやステンシルの基礎を学んでおし
ゃれな小物を作りましょう。

パソコンの操作と簡単な文書作成。年賀状や暑中
見舞いの作成法を学びます。

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。

生花のようなやわらかさと繊細な色を保ち、長期
間花を楽しめるプリザーブドフラワーをつかって
素敵なアレンジをしてみませんか。

【講座案内】

【募集要項】
◆５月は祭日の関係で、開催曜日が開講日と異なる講座もあります。

○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。
　　　　　　※男の厨房は、男性の方を対象とします。
○受 講 料　無料（ただし材料代・教材費等は実費負担）
○申込方法　４月８日（火）～4月18日（金）までに、来館又は電話で働く女性の家へ申し込みください。
　　　　　　（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25日(金)　10:00～　
　　　　　　講座毎に学習内容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。
 

　＜自主講座生２０年度新規入会者募集＞
　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・フラダンス・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・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。

ミニバレー教室受講生募集
市民スポーツ課（☎21－5129）

○開 講 式　５月22日（木）20：00～21：30

○場　　所　市来体育館

○期　　間　５月22日から７月24日まで

　　　　　　（全10回　毎週木曜日開催予定）

○対 象 者　市内に居住する18歳以上の方

　　　　　　（初心者の方々の参加を歓迎します）

○定　　員　３０人（定員になり次第締め切ります）

○参 加 料　保険料　1,500円

○申込方法　５月９日（金）まで（期日厳守）

　　　　　　市民スポーツ課（市来庁舎）または市来体育

　　　　　　館にある所定の申込み用紙に必要事項を記入

　　　　　　の上、保険料1,500円を添えて、申し込んで

　　　　　　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20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（木）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

　　　　　　※市来庁舎 上下水道課 鬼塚まで（☎32-3111）

○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３回市長旗争奪軟式野球大会（6/1）

　　　　　　他２大会



Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎32－8994）

平成２０年度健康つくりスポーツ教室（前期）生募集
市民スポーツ課（☎21－5129）

Ｂ＆Ｇ海洋スポーツ教室参加者の募集

Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎32－8994）

Ｂ＆Ｇ女性スポーツ教室参加者の募集

9

レクダンス教室受講生募集
市民スポーツ課（☎21－5129）

市営住宅入居者募集について
都市計画課（☎21－5154）

　５月開講予定の「健康つくりスポーツ教室」の教室生

を募集します。60歳以上の健康な方であれば男女を問わず、

参加できます。健康維持のためにスポーツを始めようと

考えられている方、このスポーツ教室で、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12日（月）

○時　　間　９：30～11：30

○会　　場　串木野体育センター

　　　　　　（「シーサイドガーデンさのさ」近く）

○定　　員　６０人

○内　　容　健康体操及びニュースポーツ（オーバルボ

　　　　　　ール、スカットボール、シャッフルボード、

　　　　　　グラウンドゴルフ等）

○期　　間　５月12日～９月29日　計15回実施予定

○保 険 料　一人８００円を添えて下記申込先まで

○申込締切　４月25日（金）まで

○申 込 先　串木野体育センター（☎32-1899）

　　　　　　市民スポーツ課

　カヌーやＯＰヨット等によるマリンスポーツ体験を通

して海や川などの身近な自然に親しみ、いちき串木野市

の自然と仲間を大切にする青少年を育成するため、海洋

スポーツ教室生を募集します。

〇募集対象　市内に居住する小学３年生以上の小・中学生

〇活動期間　５月25日（日）～８月23日（土）

　　　　　　計15回程度、土・日及び夏休み（活動日の

　　　　　　潮汐により時間は異なります）

〇活動内容　海洋性スポーツ（カヌー・ＯＰヨット等）

〇活動場所　Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫及び体育館

〇募集定員　３０人（定員になり次第、締切）

〇参 加 料　５００円（スポーツ保険加入料）

〇申込期限　５月16日（金）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）

〇問 合 せ　Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館

〇募集対象　 市内に居住する18歳以上の一般女性

〇活動期間　５月15日（木）～７月17日（木）

　　　　　　毎週木曜日　9：30～11：30　計10回

〇活動内容　ニュースポーツ（スポレック・インディア

　　　　　　カ等）

〇活動場所　Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館

〇募集定員　３０人（定員になり次第、締切）

〇参 加 料　１，５００円（スポーツ保険加入料）

〇申込期限　５月９日（金）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）

〇問 合 せ　Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館

○開 講 式　５月14日（水）20：00～21：30

○場　　所　Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館

○期　　間　５月14日から７月16日まで

　　　　　（全10回　毎週水曜日開催予定）

○対 象 者　市内に居住する１８歳以上の方

○定　　員　３０人（定員になり次第締め切ります）

○参 加 料　保険料　１，５００円

○申込方法　５月９日（金）まで（期日厳守）

　　　　　　市民スポーツ課（市来庁舎）または、Ｂ＆

　　　　　　Ｇ海洋センターにある所定の申込み用紙に

　　　　　　必要事項を記入の上、保険料１，５００円

　　　　　　を添えて、申し込んでください。

○家　　賃　入居世帯の所得に応じて設定されます。

○入居基準（主なもの）

　・持ち家がないこと

　・世帯の月額所得が20万円以下であること

　・同居する家族がいること

　・市税等（市税・水道料金など）の滞納がないこと

　・原則として、公営住宅に入居していないこと

　・入居者及び同居者が暴力団員ではないこと

○入居時必要なもの

　・敷金（家賃の３カ月分）

　・連帯保証人（2人）

○申込期間

　4月７日（月）～4月16日（水）

○抽選日

　◎郷野原・松下住宅・ひばりが丘・文京町団地

　4月22日（火）10：00～　串木野庁舎2階会議室

　◎中組・日ノ出住宅

　4月22日（火）14：00～　市来庁舎１階会議室

○入居予定日　5月1日（木）

○申込・問合せ

　・市来庁舎　都市計画課　建築係

　・串木野庁舎　土木課　分室係

簡耐２階建
２ＤＫ・汲み取り

木造平家建
３DK・汲み取り

中耐５階建（3階）
３ＤＫ・水洗トイレ

中耐５階建（2階）
２ＤＫ・水洗トイレ

中耐４階建（４階）
３ＤＫ・水洗トイレ

簡耐２階建
３Ｋ・水洗トイレ

中耐４階建（３階）
３ＤＫ・水洗トイレ

住　宅　名

郷野原住宅

文京町団地

日ノ出住宅

ひばりが丘団地

松下住宅

中組住宅

構造・設備 備　　考
建設年度

募集戸数

昭和５０年度
1戸

昭和６１年度
１戸

平成元年度
1戸

平成元年度
1戸

平成６年度
１戸

昭和５６年度
１戸

平成１２年度
1戸

単身入居可
(但し60才以上)

単身入居不可

単身入居不可

単身入居不可

単身入居不可

単身入居可
(但し60才以上)

単身入居不可



いちき串木野市
男女共同参画推進懇話会委員の募集

企画課（☎33－5672）

　本市では、男女共同参画社会の実現に向けて、市民の方々

との協働による総合的な施策の推進を図っていきたいと

考えております。

　懇話会では、男女共同参画社会の形成に関する諸問題

についての調査、研究、協議などを行います。懇話会に

参画していただく公募委員の方を次のとおり募集します。

○募集人数　３人

○任　　期　２年

○応募資格及び条件

(1)20歳以上でいちき串木野市内に住所がある方

(2)平日会議及び研修会等に参加できる方（年６回程度）

(3)公務員、市議会議員でないこと

○応募締切　４月25日（金）

○応募・問合せ

　企画課男女共同参画係へ電話か、直接窓口でお申込み

ください。（住所、氏名、年齢、職業、電話番号をお知

らせください）

　日常生活での会話が不自由な方と手・指を使って会話

する『手話』の講習会を開催します。

○期　　間　５月12日（月）～平成21年１月26日（月）

○時　　間　19：00～21：00（毎週月曜日　合計30回）

○場　　所　市役所　地下大会議室（串木野庁舎）

○受 講 料　無料（テキスト代として1,500円程度）

　　　　　　※テキストが新しくなりますので、受講生

　　　　　　全員の購入をお願いいたします。

○受講対象　市内に住所を有するか、職場がある方で継

　　　　　　続して受講できる方（高校生以上）

○受講定員　３０人（定員になり次第締め切ります）

○締め切り　４月25日（金）

○申 込 み　申し込み用紙は、串木野庁舎 福祉課 高齢障

　　　　　　害係又は、市来庁舎 健康福祉課 福祉係にあ

　　　　　　ります。

○受付期間　５月12日（月）まで

○採用予定数

※　採用予定数については、多少の変動が有ります。

○応募資格

　日本国籍を有し平成21年４月１日現在下記のいずれかに該

　当する者

①22歳以上26歳未満の者

②学校教育法に基づく大学院において正規の課程を２年以上

　修め修士の学位を受けた者については、２８歳未満の者(平

　成21年３月学位習得見込みを含む)

③20歳以上22歳未満で学校教育法に基づく大学を卒業した者

　(平成21年3月卒業見込みを含む) 

④歯科幹部候補生については20歳以上30歳未満

⑤薬剤科幹部候補生については20歳以上26歳未満で学校教育

　法に基づく大学院において正規の薬学の課程を２年以上修

　め、薬学修士の学位を受けた者(平成21年３月卒業見込み

　を含む)にあっては28歳未満

○１次試験　５月17日（土）筆記試験

　　　　　　５月18日（日）適正試験（飛行要員のみ）

○２次試験　６月17日（火）から６月20日（金）のうち指定

　　　　　　する１日

○３次試験　（飛行要員のみ）２次試験合格者のみ行います。

○問合せ　　自衛隊鹿児島地方協力本部薩摩川内出張所〔担

　　　　　　当：野下〕（☎22-2401）又は市民課(串木野庁

　　　　　　舎)へお問合せください。

平成２０年度手話講習会（入門講座）受講生募集
福祉課（☎33-5619）・健康福祉課（☎21-5117）
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国家公務員採用中途採用者選考試験
（再チャレンジ試験）

　人事院及び各府省では、国家公務員中途採用者選考

試験（再チャレンジ試験）を実施します。

○受験資格　

　　昭和43・４．２～昭和54．４．１生まれの者

○受付予定期間　６月24日（火）～７月１日（火）

○一次選考実施予定日　９月７日（日）

○受験案内等の請求方法

　返信用封筒（角形２号、140円分の切手貼付、あて

先及び「再チャレンジ試験」明記）を同封した封筒に、

「再チャレンジ試験」と朱書きし、下記問合せ先へ送

付してください。

○問合せ　人事院九州事務局第二課試験係

　　　　　〒812-0013　福岡市博多区博多駅東2-11-1

　　　　　（☎092-431-7733・FAX092-475-0565）

飛行要員

飛行要員

音楽要員

一般要員

一般要員

一般要員 約120人 約10人

約55人

約15人

約5人

約60人 約5人

区　　　　　　　　分 男　子 女　子

技術幹部

候補生

一般幹部

候補生

一般幹部

候補生

一般幹部

候補生

陸　上

自衛隊

海　上

自衛隊

航　空

自衛隊

区　　分 採用予定人員 科　　目

陸上自衛隊 約20人

約５人

約５人

海上自衛隊

航空自衛隊

歯　　　科

薬　剤　科

　電線に触れないようにしましょう。

　もし電線に触れたときは、九州電力にご連絡ください。

○連絡先　九州電力㈱川内営業所　（☎0120-986-802）

（鯉のぼり・クレーン作業・釣り）

市民課（☎33－5612）

平成２０年度
防衛省自衛官幹部候補生採用試験
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平成２１年歌会始のお題及び詠進歌の募集
文化振興課（☎33－5650）

危険物取扱者試験
消防本部（☎32－0119）

国税専門官採用試験
税務課(☎33－5682)

第２１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）

いちき串木野市特別支援教育支援員の募集
学校教育課（☎21－5127）

　平成21年歌会始のお題が「生」と定められ、詠進歌が

募集されます。

　なお、詠進歌についてはお題を詠み込んだ自作の短歌

で一人一首とし、未発表のものに限ります。

○詠進締切　９月30日(火)

○提 出 先　「〒100-8111　宮内庁」宛

　　　　　　（封筒に「詠進歌」と書き添えてください）

○問 合 せ　疑問等については、「〒100-8111　宮内庁

　　　　　　式部職」に、返信用切手を貼った封筒を添

　　　　　　えて郵送してください。

※詠進要領は、文化振興課文化係（中央公民館内）にあ

　ります。

　平成20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21日（月）～５月１日（木）

　　　　　　（土・日を除く）

○受付場所　(財)消防試験研究センター鹿児島県支部

〇試験日時　６月８日（日）

　　　　　　集合時間９：30　開始時間10：00

○試験会場　県立川内商工高校（薩摩川内市）、ほか県

　　　　　　内12会場

【試験準備講習会】

　※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（☎

　　21-5077）へお問合せください。

○受験資格

１　昭和54年４月２日から昭和62年４月１日までに生ま

　れた方（学歴は問いません）

２　昭和62年４月２日以降に生まれた方で、大学を卒業

　された方及び平成21年３月までに大学を卒業見込みの

　方

○申込書の受付期間　４月14日㈪まで

※郵送の場合、４月14日㈪の通信日付印有効（できるだ

　け配達記録をご利用ください）

○第１次試験　６月15日（日）

○申込用紙請求・問合せ

　伊集院税務署（☎099-273-2541）

○日　　時　５月18日（日）９：00開会式

○場　　所　Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館（開・閉会式）

　　　　　　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　（財）日本バレーボール協会制定のソフト

　　　　　　バレーボール（ゴム製円周78±１ｃｍ、重

　　　　　　量210±10ｇ）

○チーム編成　６人＋補欠（補欠は３人以内とし、うち

　　　　　　高校生及び児童生徒の参加は１チーム２人

　　　　　　以内とする）

○申込方法　５月８日（木）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）

○抽　　選　５月９日(金)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（大会当日納入）

○そ の 他　主審・副審・線審は各チームで行います。

○問 合 せ　Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館

　市ではＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症など、特別な教

育的支援を必要とする児童生徒の教育的ニーズに応える

ために、必要に応じて学校に支援員を配置します。

　ついては、下記の要領で特別支援教育支援員を公募い

たします。

○主な業務の内容

(1)学校の日常生活上の介助

(2)学習支援

(3)学習活動、教室移動等における介助

(4)健康・安全の確保

(5)学校行事における介助

(6)周囲の児童生徒の障害理解促進

○雇用期間（予定）

　平成20年４月下旬～平成21年３月25日

○採用条件

(1)教員免許はなくとも障害のある方との関わりの経験の

　ある者で60歳未満の者

(2)教員免許を有する者で65歳未満の者

○応募手続　４月21日（月）までに、履歴書を教育委員

　　　　　　会学校教育課へ提出してください。

○選考方法　面接（面接の日時は、後日連絡します。）

○問 合 せ　教育委員会　学校教育課

種　別　　　　　期　　　日　　　　　　　会　　　場

5月20日（火）（法令）
5月21日（水）（実務）

5月17日（土）（法令）
5月18日（日）（実務）

乙　種

第４類

丙　種

川内文化ホール
(薩摩川内市)

鹿児島県民交流センター
（鹿児島市）

鹿児島県民交流センター
（鹿児島市）

5月18日（日）
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平成２０年度前期技能検定（国家検定）
商工観光課（☎33－5638）

ライフジャケットの着用が義務づけられました
水産港湾課（☎33－5637）

消費生活相談窓口のご案内
商工観光課（☎33－5638）

平成２０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）　職業能力開発促進法に基づき、平成20年度前期技能検

定が次のとおり実施されます。

○受験申請書受付期間

　4月16日(水)まで　※土・日曜日を除く

○試験実施日

　①実技試験：６月９日（月）から９月17日（水）まで

　　　　　　　の期間で職種ごとに定める日

　②学科試験：7月27日（日）、8月24日（日）、8月31

　　　　　　　日（日）、9月7日（日）で職種ごとに定

　　　　　　　める日

○合格発表

　①３級：8月27日（水）

　②その他の等級：10月３日（金）

○実施募集職種

　造園、機械加工、左官、表装他

○実施募集等級

　1級、2級、3級、単一等級

○問合せ

　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　

　鹿児島地域振興局第３庁舎３階（☎099-226-3240）

　４月１日より、航行中の小型漁船(漁船登録をしている

船舶であって、総トン数20トン未満の漁船)に一人で乗船

して、漁ろうに従事する場合は、ライフジャケットの着

用が義務化されました。漁ろうの種類に応じた適切なラ

イフジャケットを選び、安全を確保し、「自らの安全は自

ら守られる」ようお願いします。

○問合せ　九州運輸局鹿児島運輸支局船員課

　　　　　（☎099-222-5660）

　商工観光課では、次のような消費生活に関する相談や

問い合わせに対応する『消費生活相談員』を設置してお

ります。

・『架空請求』に関する問い合わせについて

・『クーリング・オフ制度』に関する問い合わせについ

　て

・『訪問販売』によるトラブルについて

・『仮設店舗』で購入した商品でのトラブルについて

・その他消費生活に関することについて

　なお、消費生活相談員の相談受付時間は、月曜日から

金曜日の午前９時３０分から午後４時まで（正午から午

後１時を除く）となっております。

　商品購入や契約上のトラブルなどでお困りの場合は、

商工観光課『消費生活相談員』まで遠慮なくご相談くだ

さい。

　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・中学校体育館や校庭

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。

○開放登録受付期間　４月14日（月）～４月24日（木）

○登録用紙受取場所　各小・中学校

○登録用紙提出場所　利用希望の各小・中学校

○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。

その他

【年金相談に関するお知らせ】
　川内社会保険事務所では、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。

【国民年金の手続きはお済みですか】
　４月は入学・卒業・就職・退職等で周りの環境が大

きく変わる時期です。

　会社を退職された方やその配偶者の方・引越しをさ

れた方等は、国民年金の加入・変更手続きが必要にな

ります。

　国民年金の手続きは早めに済ませましょう。

【学生の皆様へ】
　２０歳以上の学生の方で、所得が少ない方は学生納

付特例の申請ができます。この申請が承認されると、

平成２０年度の国民年金保険料の納付が猶予されます。

　学生納付特例中の怪我や病気で、障害が残った場合、

障害の状態により障害年金を受けることができます。

申請をご希望される方は年金手帳、学生証をご持参の

うえ、市役所または川内社会保険事務所の窓口で手続

きをしてください。

【クレジットカードもご利用できます】
　国民年金保険料がクレジットカードでも納付できる

ようになりました。

　クレジットカードでのお支払いをご希望される方は、

申込用紙に必要事項をご記入のうえ、川内社会保険事

務所へご提出ください。

　申込用紙は川内社会保険事務所及び串木野庁舎市民

課に備え付けております。

月　　　実施日　　　　　　　年金相談受付時間

左記実施日の年金相談の受付時間

○月曜日　　　　8：30から19：00

○土曜日　　　　9：30から16：00

※その他の平日　8：30から17：15

12日（土）

14日（月）

21日（月）

28日（月）

４月

※詳しくは、川内社会保険事務所（☎２２-５２７６）
　へお問合せください。



13

串木野庁舎　市民課（☎33－5611）・市来庁舎　市民課（☎21－5114）

交通事故をなくす県民運動のお知らせ
自治振興課（☎33－5632）

　昨年の県内における交通事故発生状況は、死者数につ

いては、96人と昭和34年以来、48年ぶりに減少したものの、

発生件数及び負傷者数については前年に比べ増加し、加

えて高齢者等の死者数が依然として全死者の約半数を占

めるなど、予断が許されない状況にあります。

　今年度、最重点事項は「高齢者の交通事故防止」です。

　県民一人ひとりの交通安全意識の高揚と交通マナーの

向上により悲惨な交通事故のない安心安全な街づくりに

取り組みましょう。

5月1日より本人確認を実施します！

　住民票の写しや、戸籍謄本等の証明を第三者が本人になりすまして不正に取得し、悪用する事件が全国的に発生して

おります。今回、住民基本台帳法ならびに戸籍法の改正に伴い、平成２０年５月１日から住民票や戸籍等の証明を請求

される際にも本人確認を実施いたしますので、下記の本人確認書類をお持ちください。

　＜本人確認できるものの例＞

＜住民票請求時の注意点＞

　・住民票の写しの請求で、本人又は本人と同一世帯に属する方以外が窓口に取りにこられたら、任意代理人又は使者

　　となるため、委任状が必要になります。

　（例えば、祖父母、親、兄弟が世帯を別にする家族の住民票を取りにくる場合等。）

＜戸籍謄本等請求時の注意点＞

　・戸籍に記載されている方、又はその配偶者、直系の親族の方については、請求理由は不要ですが、その他の方は委

　　任状及び請求理由が必要です。

　・戸籍届、住民異動届については、本人確認書類をお持ちでない方も届出はできますが、後日本人へ確認書類を送り

　　ます。

　※市民課窓口においでになる場合は、本人確認書類を忘れずにお持ちください。

　　皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

いずれか１点で確認

官公署発行の顔写真付きで

有効期限内のもの

いずれか２点で確認

運転免許証、顔写真付き住民基本台帳カード、

パスポート、身体障害者手帳、各種免許証

など

健康保険証、顔写真なし住民基本台帳カード、

社員証、学生証、年金手帳、診察券、預貯金

通帳、キャッシュカード、など

　平成20年４月１日からJAS法（農林物資の規格化及

び品質表示の適正化に関する法律）の表示制度が変わ

ります。

　加工食品の原材料を取り扱う事業者間の取引では、

①生鮮品を出荷する場合は名称・原産地を、②加工品

を出荷する場合は名称・原材料名等を伝達する義務が

新たに加わりましたのでご注意ください。

　詳しくは、鹿児島地域振興局農林水産部日置支所農

林普及課（☎099-272-3688）または県庁農政部食の

安全推進課表示加工係（☎099-286-3188）へお問合

せください。

〈運転免許証　見　本〉 〈住民基本台帳カード　見　本〉

（　　　　　 ）



平成 ２０年度　いちき串木野市納期カレンダー

固定資産税　市県民税   軽自動車税  国民健康保険税�� 　　　介護保険料　　合　計
後期高齢者        
医療保険料

4月

5月

6月

7月

2月

合計

8月

9月

1月

10月

11月

12月

第 1 期 第 1 期

（4月30日）

第 1 期

（6月2日） （6月2日）

（4月30日）

円

円

全期分

円

第 1 期

（6月30日）

円

第 2 期

（7月31日）

円

第 1 期

（7月31日）

円

第 2 期

（9月1日）

円

第 2 期

（9月1日）

円

第 2 期

（9月1日）

円

第 3 期

（9月1日）

円

第 3 期

（9月30日）

円

第 3 期

（9月30日）

円

第 4 期

（10月31日）

円

第 3 期

（10月31日）

円

第 4 期

（12月1日）

円

第 4 期

（12月1日）

円

第 5 期

（12月25日）

円

第 5 期

（12月25日）

円

第 5 期

（12月25日）

円

第 3 期

（12月25日）

円

第 4 期

（2月2日）

円

第 4 期

（3月2日）

円

第 6 期

（3月2日）

円

第 6 期

（3月2日）

円

第 6 期

（3月2日）

円

第 2 期

（6月30日）

円

円

◆納税は納期限までに済ませましょう。�� � � � � � �

　○便利な口座振替をご利用ください。申込書は市内各金融機関に置いてあります。�� � � � � � �
　※口座振替予定日は毎月25日です。金融機関が休みのときは翌営業日となります。

　○各納期の下欄に関係する納付税額を記入して、納税計画に役立てましょう。� � � � � � � �
　※税額は納税通知書等に基づいて記入してください。

　○切り取って見やすいところに貼り、ご利用ください。�� � � � � � �

14

税　務　課　　管　理　係　☎３３－５６８２�
� 　　　　収　納　係　☎３３－５６１５

市 民 税 係　☎３３－５６１６�
固定資産税係　☎３３－５６１７�
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