
　献血は、私たちに一番身近なボランティアです。

どうぞお誘い合わせの上お越しください。

○日時及び場所　・12月10日（水）9：00～12：00

　                【市来庁舎正面玄関】

　　　　　　　　・12月22日（月）

　　　　　　　　　10：00～12：00，13：00～16：30

　　　　　　　　　【市民文化センター】

○献 血 年 齢　16歳から69歳まで

※ただし、65歳以上の献血については、献血される方の

　健康を考え60歳から64歳の間に献血経験がある方に限

　ります。

　県では、戦傷病者等の妻や戦没者等の妻に対する特別

給付金、遺族年金、旧軍人等の恩給や扶助料、平和祈念

事業特別基金の特別慰労品贈呈事業などについて、直接

皆様のご相談に応じる移動援護相談を実施します。

　相談内容に関する資料等をお持ちの場合は、当日ご持

参ください。

○日　　　時　12月18日（木）10：00～14：30

○場　　　所　薩摩川内市総合福祉会館

○相談担当者　県庁社会福祉課職員（☎099-286-2828）

　平成７年に沖縄県糸満市摩文仁の平和祈念公園に「平

和の礎（いしじ）」が建立されました。平成15年度に「刻

銘の基本方針」が一部改正され、対象者の範囲が拡大さ

れたことから、多くの本県出身者も刻銘されております。

　追加刻銘及び刻銘修正等のご相談のある方は、ご連絡

ください。

○刻銘対象者　国籍を問わず、沖縄戦で亡くなったすべて

　　　　　　　の人々。

○申 請 期 限　12月19日（金）

○問 合 せ 先 鹿児島県保健福祉部社会福祉課調査援護係

　　　　　　　☎ 099-286-2830（直通）

　　　　　　　FAX 099-286-5568

  鳥インフルエンザのヒトへの感染が1997年に初めて香港

で報告されました。それ以降も、東南アジアを中心に多数

の発症者・死者が出ており、我が国でも大分・宮崎などで

の鳥インフルエンザ発生が報告されています。

　昨シーズンは、お隣韓国のほとんどの地域で爆発的な発

生があり、日本国内では白鳥など野鳥の感染が多発してお

ります。

　この病気に感染した鳥と接触して、羽や粉末状になった

糞を吸い込んだり、触れたりすることによって大量のウイ

ルスが体内に入った場合、まれに感染することが知られて

います。

　対策として次のことについて心がけましょう。

◎衰弱又は死亡した野鳥又はその排泄物には直接触れない。

　もしも触れた場合には速やかに手洗いうがいをすること。

◎海外の渡航については蔓延地域（特に東南アジア）を確

　認し、やむを得ず渡航される場合には、鳥類に近づかな

　いなど注意する。

◎ウイルスに負けない体力と抵抗力をつけるためにしっか

　り休養と栄養をとり、インフルエンザワクチンを接種す

　る。

◎ウイルスに近づかないために人混みに出ない。

◎外出後は手洗い・うがい・洗顔をする。

◆手洗い・うがいのポイント 

  汚れが残りやすいところ（指先・指の間・手首等）を注

意して洗い、喉の奥まで時間をかけてうがいをしましょう。

◆鶏肉や鶏卵の安全性について

　鳥インフルエンザが蔓延している時でも、流通段階で安

全性は確保されていますので、鶏肉や鶏卵を食べても安全

です。

＜ 相談等の連絡先＞

・伊集院保健所　疾病対策係

　　☎099‐273‐2332【直通】

・食の安全については伊集院保健所衛生環境室

　　☎099‐273‐3111（内線205)

　平成21年9月30日まで、次の方々が相談員として厚生労

働大臣から業務を委託（戦没者遺族の福祉の増進を図るた

め、援護の相談に応じ、必要な指導、助言を行う）されて

おりますのでお知らせいたします。

○戦没者遺族相談員（委託期間）

　　小松 博明（Ｈ19.10.1 ～Ｈ21.9.30）

　　西久保 清助（Ｈ20.10.27～Ｈ21.9.30）



１　毎日の生活が充実していますか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は  い　　　いいえ

２　これまで楽しんでやれていたことが、今も楽しんでできていますか　　　は  い　　　いいえ

３　以前は楽に出来ていたことが、今ではおっくうに感じられますか　　　　は  い　　　いいえ

４　自分は役に立つ人間だと考える事ができますか　　　　　　　　　　　　は  い　　　いいえ

５　わけもなく疲れたような感じがしますか　　　　　　　　　　　　　　　は  い　　　いいえ

６　死について何度も考えることがありますか　　　　　　　　　　　　　　は  い　　　いいえ

７　気分がひどく落ち込んで、自殺について考えることがありますか　　　　は  い　　　いいえ

８　最近、ひどく困ったことや、つらいと思ったことがありますか　　　　　は  い　　　いいえ

　あなたの今の心の健康状態は晴れマークですか？

　毎日、心のお天気が晴れマークとはいかないでしょうが、

心のお天気が雨マークの日が2週間以上続く場合は要注意だと思ってください。

○次の表にある自己チェックをしてみましょう。

　この質問項目のうち、網かけの回答が２つ以上あてはまり、その状態が2週間以上、ほとんど毎日続いてい

て、生活に支障がでている場合、うつの可能性を考えてみてください。

うつとは・・・ 心のかぜひきといわれるほど誰にでもかかる可能性のある病気です。
　　　　　　　およそ15人に1人は、生涯のうちのある時期にうつの状態を経験するというデータもあります。

市の健康増進計画でも、①心が元気である②自分の趣味や生きがいを持っているという2つの目標を掲げこ
れらを達成するための条件として①悩み事を相談できる相手がいる②悩み事を相談できる専門機関・窓口を知
っているという目標値を掲げました。
　もしも、自分がうつではないかと疑われたら、ひとりで悩まずに専門家（医師・保健師）に相談してくださ

い。うつ病は「病気」です。ほかの病気と同じように、きちんと医療機関を受診して、適切な薬を処方し
てもらい、医師の指示を守って服薬する事が重要です。
　また、身近な人がうつ病になった時も同様に医療機関受診をすすめましょう。

　また、家族などまわりの人のサポートとして

　　①ゆっくりと真剣に話を聞くこと
　　②励まし過ぎないこと
　　③自殺を予防する    という３つのポイントがあります。
　自殺の原因の９０％以上はうつだといわれています。
　うつ病の患者さんの言動に多い「死にたい」という言葉の裏には「助けてほしい」という救いを求めている
ことがあります。
　自殺のサインを見逃さず、まわりがうつ病について理解し、自殺予防につとめることが大切です。

　うつ病は「ストレス」からいくつもの心身の過程を経て「うつ状態」になり、この状態が長く続くことでお
こるので、このストレスをためないように次のストレス解消法、

　①質のよい睡眠をとる
　②栄養とバランスのよい食事を取る
　③適度な運動をする
　④ぬるめの湯にゆっくりと入浴をする
　⑤趣味の時間をもって心にゆとりをもつ  ことがおすすめです。

　ストレスに対処するためには、上手なストレス解消法をもつことも重要ですが、日ごろの人との交流も大切
です。地域や市の集まりやイベントに参加することからはじめてみませんか。
　健康増進センターでは、心の健康相談とあわせて、出前講座等も行っていますので利用してください。

　健康なまちづくりをみなさんですすめていきましょう。



　ビジネス・キャリア検定試験は、事務系職種の職務遂

行に必要な専門的知識に加え、当該知識を実地で応用す

ることができる能力を問うなど、企業実務に即した実践

的な内容の能力評価試験で、次のとおり実施します。

○受付期間　12月15日（月）～平成21年1月19日（月）

○試 験 日　平成21年3月1日（日）

○試 験 地　鹿児島市内

○受 験 料  1級：7,850円（税込）

　        　2級：5,250円（税込）

　　　　　　3級：4,200円（税込）

○受験資格　制限なし

　※詳しくはホームページをご覧ください。

　　http://www.bc.javada.or.jp

【申請書類請求先および問合せ先】

　　鹿児島県職業能力開発協会

　　〒892-0836　鹿児島市錦江町11-40

　　　　　　　　鹿児島県地域振興局第３庁舎３階

　　　　　　　　（☎099-226-3240）

　平成21年度技術・技能の習得を目的とした入校生を募

集します。

○募集科目　金属加工科（訓練期間2年間　定員20名）

○受付期間　12月15日（月）～平成21年1月16日（金）

　　　　　　（※消印有効）

○応募資格　中学校卒業者(見込み者を含む)もしくは同等

　　　　　　以上の学力を有すると認められる者

○選 考 日　平成21年1月23日（金）

○選考方法　筆記試験（国語・数学）、面接

※詳しくは当校募集案内・ホームページをご覧ください。

○問合せ先  鹿児島県立吹上高等技術専門校

　　　　　　〒899-3302日置市吹上町中之里1717番地

　　　　　　☎099-296-2050　FAX099-296-2746

※雇用保険受給者は最寄りのハローワークへお尋ねください。

　平成21年度木工関係の技術技能の習得を目的とした職

業訓練生を一次募集します。

○募集科目　室内造形科：中・高卒、一般　２年間

○受付期間　12月15日（月）～平成21年1月16日（金）

　　　　　　（※消印有効）

○応募資格　中学校卒業者(見込み者を含む)もしくは同等

　　　　　　以上の学力を有すると認められる者

○選 考 日　平成21年1月23日（金）

○選考方法　筆記試験（国語・数学）、面接

※詳しくは当校募集案内・ホームページをご覧ください。

○問合せ先  鹿児島県立宮之城高等技術専門校

　　　　　　〒895-1804　薩摩郡さつま町船木881番

　　　　　　☎0996-53-0207　FAX0996-53-0993

※雇用保険受給者は最寄りのハローワークへお尋ねください。

　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。

　プリザード（枯れない花）かずら、松葉、松ぼっくり

等を使ってベースから仕上がりまで世界に一つだけのオ

リジナルのリースをつくりましょう。

○日    時  12月16日（火）19：00～21：00

○場    所  勤労青少年ホーム

○参加資格 どなたでも参加できますが、勤労青少年を優

　　　　　　先させていただきます（子供連れ可）

○参 加 料  無料(ただし、材料代として1,000円が必要と

　　　　　　なります。)

○準 備 品  はさみ、ペンチ

○定    員  15名

○申込み締切  12月13日(土)

　　　　　　　(ただし、定員になり次第締め切ります。)

○問合せ先及び申込み先

　勤労青少年ホーム(☎32-8770)まで

※日曜日を除く13：00～21：00までの間にお願いします。

　平成21年いちき串木野市成人式を次のとおり開催します。

みなさんで新成人をお祝いしましょう。

○日  時  平成21年1月３日(土)11：00開始（10：30受付）

○会  場  市民文化センター

○対象者 昭和63年４月２日から平成元年４月１日までに

　　　　　生まれた方
　　　　　案内状は、本市に住民登録のある方のみ送付しますが、
　　　　　　帰省中の方も参加できます。

※参加は無料です。

※ご家族、市民の皆様もぜひご列席ください。

講 座 名　講 座 期 間　　　　　　　  　 受 講 料
講 習
時 間

募 集
定 員

文書作成
基本講座

パソコン
基本講座

ＣＡＤ

基本講座

表計算

基本講座

平成21年

1月13日～

　2月6日

毎週火・金曜日

　(各8回)

平成21年

1月22日～

　3月12日

毎週木曜日

　(各8回)

13:00～

　16:00

18:30～

　21:00

各10名

各30,000円

(テキスト代

含む)

○募　集　期　間 12月10日(水)～12月25日(木) 

○問合せ・申込先 川薩人材育成センター（9:00～17:00）

　　　　　　　　（☎22-3873）



講　座　名　 期　間　・　回　数　 時　間　定　員

W　o　r　d　

初　　　　級

平成21年

２月３日～３月６日

　毎週火・金曜日

　（10回）

平成21年

２月３日～３月６日

　毎週火・金曜日

　（10回）

10:00

　～

12:00

19:00

　～

21:00

10名

10名
E　x　ｃ　e　l

初　　　　級

　毎年恒例の串木野国家石油備蓄基地『第29回ちかび展

示館冬のイベント』が、次のとおり開催されます。

　皆様の多数のご来館をお待ちしております。

○日　時　12月14日（日）9：00～15：30

○場　所　ちかび展示館（館内、駐車場他）

○イベントの内容

　お楽しみ抽選会（10:00、12:00、14:00）

　ゲーム大会、クイズ、作業トンネル見学会　など

○問合せ　・ちかび展示館　☎32-4747

　　　　　　（毎週月曜日・火曜日は休館です。）

　　　　　・日本地下石油備蓄㈱　総務課　☎32-6800

就業支援の一環として次のパソコン講座生を募集します。

○場    所　働く女性の家

○対　　象

・市内に居住又は勤務する方で、就業のため又は現在仕事で

　使っているが学びたい方で、全回受講可能な方とします。

　　（女性優先で男性の受講も可）

※(Excel初級)は、パソコンの基本操作、文字入力ができる

　方を対象とします。

○内    容　

　（Ｗｏｒｄ初級）  入力基本操作、文書作成

　（Ｅｘｃｅｌ初級）表作成、グラフ、データベース

　※進行状況によっては講座内容が変更することがあります。

○受 講 料　無料（ただし、テキスト代は受講生負担）

○持 参 品　筆記用具

○申込方法　

　往復はがきに次の必要事項を記入し１月20日（火）までに

必着するようにお申し込みください。

　①コース ②氏名 ③年齢 ④〒・住所 ⑤電話番号

　⑥職業 ⑦受講動機 ⑧託児の有無

○送 付 先  いちき串木野市働く女性の家

            〒896-0035  いちき串木野市新生町183

　※後日、返信用はがきで結果を通知します。

○託    児　昼間の講座は、受講時間内の託児をします。

　　　　  （満２歳以上～未就学児）

　　　　　　希望される方は事前にお申し込みください。

○問合せ先　働く女性の家

　地方自治体の行政改革について、地域協働をテーマに

講演・事例発表・意見交換会などを行います。

○日    時　平成21年1月10日（土）13：30～16：45

○場    所　鹿児島県庁講堂

○定    員　400名（申込先着順）

○参 加 費　無料

○申込方法　

　総務省ホームぺージ（http://www.soumu.go.jp/iken/）

の申込フォームへ入力するか、県庁、各地域振興局・支

庁及び市町村に置いてあるチラシに添付の参加申込書に

必要事項を記入の上、次の地方行革セミナー事務局まで

封書又はFAXで申込ください。

※応募者多数の場合は先着順となり、参加者には「参加証」

　をお送りします。

○問合せ・申込先

　地方行革セミナー事務局

　☎03-5568-1016　　FAX03-5568-1015

　〒105-0021　東京都港区東新橋1－2－15豊和ビル7階

　この講習会は、雇用・就業を希望する高齢者に対し、

就業に必要な基本的な知識・技能を習得していただくこ

とを目的としています。

○受講資格　（男女問わず。）

　６０歳台前半層を中心とする就職意思のある高齢者

○講習日時   平成21年２月２日(月)～２月６日(金)

　　        （5日間：延べ20時間）

○募集人員  20名（応募者多数の場合、抽選となります。）

○申し込み締め切り　平成21年１月22日(木)

○受講料及びテキスト代    無料

　ただし、道具（剪定ハサミ、折畳みノコギリ、皮サッ

　ク等）は、各自で準備してください。

○講習内容(実習主体)

　温州みかん・ポンカン・サワーポメロ等の基本的な整枝・

　剪定技能の習得

○講習場所(座学・実習共)

　いちき串木野市湊町(前荒平・外戸)地区の柑橘園

○問合せ・受講申込み先

（社）鹿児島県シルバー人材センター連合会

　　　☎099-206-5422　Fax099-206-5410

　ホームページ　http://www.sjc.ne.jp/kashiren

 (社)いちき串木野市シルバー人材センター

　　　☎32-9000　Fax33-2266

※申込書は、いちき串木野市シルバー人材センターにあ

　ります。

　いちき串木野市シルバー人材センターでは、会員の募

　集もしております。お気軽にご相談ください。



　生活研究グループでは、地元の食材をふんだんに使っ

たお正月料理教室を開催します。

　心を込めた手づくりのお料理で新年を迎えませんか？

○日　時  12月18日（木）　9:30～（受付9:00～）

○場　所  生福農業研修センター

○対象者  市内在住の方、先着20名

○受講料　無料（材料費のみ実費負担）

○内　容  地域の食材を使って正月料理の実習

○持参品　エプロン、三角巾、材料費

○申込み　12月12日（金）までに生活研究グループ会長

　　　　　松下洋子さん（☎32-1155）又は農政課へ

　石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正

する法律（以下「改正石綿救済法」といいます）が、平

成20年12月1日より施行されます。

　改正された内容は次のとおりです。

①特別遺族給付金の請求期限の延長

  　平成24年３月27日までに延長されました。

②特別遺族給付金の支給対象の拡大

  　平成18年３月26日までに亡くなった労働者（又は特別

　加入者。）のご遺族の方へと拡大されました。

  （注）労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効（５

　　　　年）によって消滅した場合に限られます。

○特別遺族給付金の請求手続きなどのご相談については

　鹿児島労働局労災補償課（☎099-223-8280）または最

　寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。

○労災保険の給付対象とならない方の救済給付については、

　独立行政法人環境保全再生機構（☎0120-389-931）

○石綿を原因とする病気について、その原因が仕事によ

　るものであるのか仕事以外のものであるのかわからな

　い場合、特別遺族給付金の請求と救済給付の申請、あ

　るいは労災保険法に基づく請求と救済給付の申請を同

　時に行うことも可能です。

　　　　　資金繰り支援に万全を期します！

○�緊急保証の対象業種を618業種に拡大しました。

  国の緊急保証制度の対象となる業種の方は、一般保証

　　８千万円に加えて、別枠で8千万円（担保がある方は、

　　一般保証２億円に加えて別枠で2億円）までの保証を

　　利用できます。また、緊急保証制度は信用保証協会

　　の100％保証です。

　　※対象業種については、ホームページでご確認ください。

　　(http://www.chusho.meti.go.jp)

○�㈱日本政策金融公庫（※注）のセーフティネット貸付

　　は業種を問わず利用可能です。

　　・�全業種の方が中小企業の方なら４億8千万円、小

　　　　規模企業の方なら4800万円まで利用できます。

　　・�特に業況の厳しい方に対する金利の引き下げも行

　　　　なう予定です。

　　・�セーフティネット貸付は今後㈱商工組合中央金庫

　　　　でも行なう予定です。

　　　　※�注：政府系金融機関4行（中小企業金融公庫、

　　　　　 国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、国際

　　　　　　協力銀行）が平成20年10月1日に統合してでき

　　　　　 た銀行

【問合せ先】 九州経済産業局　産業部中小企業課

　　　　　　　☎092-482-5448（直通）

◆事例

　息子を浴槽用浮き輪に入れたまま、先に風呂から出た

娘に服を着せていた。

　３分後に浴槽を見ると浮き輪が転覆し、息子が足は浮

き輪にはまったまま水中に浸かっていた。すぐに抱き上

げて声をかけたが息をしていなかった。救急車で、病院

に行った。肺炎がひどいといわれたが食事を取れる程度

に回復した。  （当事者：男児　１歳４ヵ月）

  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜ひとことアドバイス＞

☆浴槽用浮き輪は、浮き輪の真ん中にパンツ型シートが

　付いており、そこに足を通して座った状態で浮くこと

　ができるもので、おぼれる事故が相次ぎました。事故

　は浴室が寒くなる冬に増えています。

☆乳幼児は頭部が重く重心が高いため、静かに浮いてい

　る状態では安定していても、浴槽の中で子どもが動い

　た拍子に浮き輪が傾くと、

　転覆するおそれがあります。

　いったん転覆するとお尻と

　足が固定されているため、

　上半身が水の中に浸かった

　まま抜け出せなくなります。

☆安全を考慮すると、浴槽用

　浮き輪の使用は避けるべきです。



　平成20年工業統計調査を12月31日現在で行います。

調査の実施に当たっては、本年12月から来年1月にかけて

調査員がお伺いします。

　なお、調査票に記入していただいた内容については、

統計法に基づき秘密が厳守されますので、正確なご記入

をお願いします。

　　http://www.meti.go.jp/statistics/

　　　　　　経済産業省・鹿児島県・いちき串木野市

　平成18年６月に、北朝鮮当局による人権侵害問題に関

する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつ

つ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その

抑止を図ることを目的として、「拉致問題その他北朝鮮

当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行

されました。

　12月10日(水)から12月16日(火)までは「北朝鮮人権侵

害問題啓発週間」です。

　北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めま

しょう。

「多年にわたり申告納税制度の発展と税務行政の円滑な運営に尽力された功績」がたたえられ、表彰されました。

　平成20年度「税に関する作文」で、次の方々が

入賞されました。おめでとうございます。

●全国納税貯蓄組合連合会優秀賞

《中学生の部》

　神村学園中等部　２年　久保　かれんさん

●伊集院税務署長賞

《高校生の部》

　神村学園高等部　１年　満尾　真衣さん

●串木野日置地区納税貯蓄組合連合会会長賞

《中学生の部》

　神村学園中等部　２年　関田　春香さん

　生冠中学校　　　２年　木之下　滉大郎さん

　市来中学校　　　１年　折田　万明さん

　また、日置地区租税教育推進協議会が募集した平成20

年度「税に関する作品」で、次の方々が入賞されました。

　おめでとうございます。

●作文

《中学生の部》

　最優秀賞　神村学園中等部　２年　西村　実結さん

●ポスター

《中学生の部》

　最優秀賞　市来中学校　　  １年　橋口　有華さん

●標語

《中学生の部》

　最優秀賞　市来中学校　　  ２年　松　　将也さん

　「税金は　未来をつくる　道しるべ」

《小学生の部》

　優 秀 賞　羽島小学校　　  ６年　大竹　有香さん

　「一人一人が納めれば　みんなの税が　生きてくる」

　優 秀 賞　旭小学校　　　  １年　村上　凱斗さん

　「はらえるよ　みんなのための　ぜいきんだ」

●習字

《小学生の部》

　最優秀賞　照島小学校　　　４年　中島　玲奈さん

　優 秀 賞　市来小学校　　　５年　東瀬戸　遥香さん

　優 秀 賞　神村学園初等部　４年　杉安　輝人さん

　優 秀 賞　串木野小学校　　２年　上新　亜優さん

これらの作品は、「税を考える週間」の広報の一環として、

去る11月11日から17日まで串木野、市来両庁舎の玄関ロ

ビーに展示されました。

平成20年度伊集院税務署長納税表彰　久木山 睦男 氏（上名）



　看板などの屋外広告物は、商店や会社の場所を示したり、

商品やサービスの情報を提供するなど、身近な情報を伝

える手段として、広く皆様に利用されています。

　しかし、広告物が自由勝手に掲出されると、まちなみ

や自然の美しい景観が損なわれたり、広告物の転倒や落

下などによる事故も心配されるため、鹿児島県屋外広告

物条例で、屋外広告物が正しく掲出されるよう定められ

ています。

　この条例等で電柱、街路灯、道路上の防護柵へののぼ

り旗、立看板等の設置は禁止されております。

　また地域においては禁止地域に指定され、広告物が掲

出できない箇所があります。私有地、壁面等の貸し出し

については、都市計画課へご相談をいただきまして屋外

広告物の正しい掲出と手続きについてご協力をお願い致

します。

○鹿児島県ホームページ「屋外広告物」

http://www.pref.kagoshima.jp/infra/toshi/okugai/index.html

Re・Beワークセミナー（再就職準備セミナー）及び
再就職プラン作り（グループ面談）について

○対 象 者 育児・介護等により職業生活を中断した後、          

　　　　　　再就職を希望し、再就職に向けて準備してい

　　　　　　る方や再就職希望者支援事業の登録者およ

　　　　　　び内容に興味のある方。

○日    時  12月 9日(火)  14:00～16:00

            12月11日(木)  14:00～16:00

○場    所  鹿児島市親子つどいの広場 研修室

             鹿児島市中町4-13（☎099-226-5539）

○内    容  

　　　　・ワークシートで自分の適性を見つけましょう

          ～再就職準備度チェック～

　　　　・再チャレンジサポートプログラムのご案内

        ・フリーディスカッション

        ・再就職プラン作り（グループ面談）

○募集人員  20名（先着順）

○受 講 料  無料

○そ の 他  託児あり無料（1歳から就学前の子ども）

            ※要事前申込み

○申 込 先  (財)２１世紀職業財団鹿児島事務所

　　　　　　　　〒892-0838

                鹿児島市新屋敷町16-301号

                鹿児島県住宅供給公社ビルＡ棟４Ｆ

           　　 ☎099-219-1597  FAX099-219-1598

             鹿児島公共職業安定所(マザーズサロン)

                ☎099-223-2821

　川内社会保険事務所では、次の日程で年金相談窓口の

時間延長及び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。

【社会保険料（国民年金保険料）控除証明書をお送りします。】

・国民年金保険料は、所得税及び住民税等の申告におい

　て全額が社会保険料控除（非課税）の対象ですが、年

　末調整や確定申告で国民年金保険料を申告する際には、

　保険料を支払ったことを証明する書類（控除証明書又

　は領収証書）を添付しなければなりません。

・控除証明書は11月または翌年２月の上旬に送付されま

　す。

〔11月上旬送付〕１月１日から９月30日までの間に国民

　　　　　　　　年金保険料の納付があった方。

〔２月上旬送付〕10月１日から12月31日までの間に今年

　　　　　　　　はじめて国民年金保険料の納付があっ

　　　　　　　　た方。

・控除証明書や領収証書は、税の申告を行うまでは大切

　に保管してください。

【年金記録のご相談の際には】

・年金記録のご相談のため、社会保険事務所や移動年金

　相談所の窓口へお越しいただく際には、次のものをご

　準備くださいますよう、お願い申し上げます。

①年金手帳（複数所持されている場合は、そのすべて）、

　年金証書、運転免許証、健康保険証等、ご本人である

　ことを確認できるもの。

②社会保険事務所や社会保険業務センターから最近お送

　りした書類があれば一緒にお持ちください（ねんきん

　特別便等）。

③本人以外の方（代理人）が来訪される場合は、「委任

　状」及び代理人の方の身分を証明するもの（運転免許

　証等）。

④ご自身の職歴について、あらかじめメモをご用意いた

　だきますと、年金記録の確認が一層スムーズとなりま

　す。

⑤すでに年金の加入記録をご確認いただき、事実と異な

　ると思われる期間がある場合はその期間について、そ

　の当時の状況がわかる資料があれば、その資料（無い

　場合は、職歴のメモのようなものでも結構です。）

　※�詳しいことは、川内社会保険事務所（☎22-5276）

　　  までお問い合わせください。

【１２月の年金相談に関するお知らせ】
　

月　　実施日　　　　　年金相談受付時間

　８日（月）

１３日（土）

１４日（日）

１５日（月）

２０日（土）

２２日（月）

月   曜   日　8:30～19:00

土・日 曜 日　9:30～16:00

その他の平日  8:30～17:15

12月



【メーカー】㈱デンソー（旧社名 日本電装㈱）
            ＧＡＣ㈱（旧社名 ゼネラルエアコン㈱）
【対象製品】
  遠赤外線ヒーター「エンセキ」
  　機種  ７ＦＸ［１９８９～１９９０年販売］
    　品番  ホワイト 479000－2200  グレー 479000－2230
  　機種  １０ＦＡ［１９８７～１９９７年販売］
    　品番  ホワイト  479000－2170  479000－2171  479000－2172
      　              479000－2370  479000－2490
         　 グレー    479000－2220  479000－2221  479000－2380
           　         479000－2500
　　機種  １０ＦＣ［１９８８～１９９７年販売］
    　品番 ホワイト  479000－2190  479000－2191  479000－2192
         　          479000－2390  479000－2470
         　グレー    479000－2280  479000－2400  479000－2480
  　機種  １２Ｆ［１９８２～１９８８年販売］
    　品番  樹脂スタンド  479000－2080  479000－2081
          　金属スタンド  479000－0280  479000－2040
 　 機種  １２ＦＤ［１９８２～１９８８年販売］
   　 品番  樹脂スタンド  479000－2090  479000－2091
         　 金属スタンド  479000－0290  479000－2050
  ＧＡＣ「スキニー セラミック ヒーター」
  　機種名 ERF121VAA ERF121VAB ERF121VDA［１９８４～１９８７年販売］
    　品番  レッド  479000－5020  479000－5021  479000－5030 �

【輸入販売元】燦坤（サンクン）日本電器㈱
【対象製品】
  カーボンヒーター
    ２００５年・２００６年製  販売元：燦坤（サンクン）
        TSK-5328CT  TSK-5328CRI
    ２００５年製  販売元：㈱バルス
        TSK-5328CRI(BW)
  ハロゲンヒータ
    ２００６年・２００７年製  販売元：㈱フィフティ
        FS－900T�

【メーカー】パナソニック㈱（旧社名  松下電器産業㈱）
【対象製品】
  FF式石油温風器［１９８５～１９９１年製］
        OK-2525  OK-2526  OK-2535  OK-2536  OK-3525
        OK-3526  OK-3527  OK-3535  OK-3536  OK-3537
        OK-4020  OK-4030
        OK-2526HA  OK-3527HA  OK-4020HA
  FF式石油温風器［１９９１～１９９２年製］
        OK-302B  OK-303B  OK-402B  OK-403B
  石油フラットラジアントヒーター［１９８９～１９９１年製］
        OK-R500F  OK-R501F  OK-V501F  OK-U501AF
        OK-R800C  OK-R800AC�

【メーカー】東レ㈱
【対象製品】
    電気カーペット［１９７６～１９８３年頃販売］
        『ダンポッポ』『だんぽっぽ』『ほかにか』の全ての品番�

【メーカー】㈱コロナ
【対象商品】
    石油ストーブ・石油ファンヒーター
      ワンタッチ式油タンクを有する２０００年以前に製造されたもの�

石
油

ス
ト
ー
ブ
等

○リコール社告の対象製品をそのまま使うと、 
　火災、一酸化炭素中毒などにつながる危険性
　があります。お手元の暖房器具をチェックし、
　もし該当する製品が見つかった場合、また疑
　問のある場合には、すぐにメーカー（一覧表
　参照）や販売店等に連絡しましょう。
○製品上の問題が判明したとき、メーカーや販
　売店等は対象製品の回収・交換・点検・無償
　修理等を行っています。これらの情報は、新
　聞広告欄やホームページ等でお知らせしてい
　ます。
○リコール社告に関するお問い合せは、消費生
　活相談窓口にご相談ください。
【消費生活相談窓口】
　☎33-5638（市役所 商工観光課内）

メーカー・対象商品� 　　　　　　　　　　　　社告理由と対応� 　　 連絡先

【社告理由】
製品本体の内部にある電気配線
の接続部が緩くなることによっ
て発煙・発火のおそれがある。

【対応】
１台につき２万円での買い取り。

㈱デンソー
　デンソーエンセキ
　回収受付センター
　☎0120-181-103

【社告理由】
部品の不具合により、発煙・発火
に至るおそれがある。

【対応】
同等品と交換

燦坤(サンクン)
　日本電器㈱
カーボンヒータ・
ハロゲンヒータ
回収交換ダイヤル
　☎0120-600-527

【社告理由】
一酸化炭素を含む排気ガスが室
内に漏れ出し、死亡事故に至るお
それがある。

【対応】
１台につき５万円で買い取り、も
しくは給気ホース部の無償点検・
修理。�

パナソニック㈱
FF市場対策本部
　☎0120-872-773

【社告理由】
電気回路の一部が過熱し、焦げる。

【対応】
使用を中止し、窓口へ連絡。�

東レ㈱
ダンポッポお客様
センター
  ☎0120-545-115

【2008年10月31日時点】

【社告理由】
「よごれま栓タンク」の一部におい
て、確実にロックするまで押さず、
ロックの確認を行わなかった場合、
給油口がロックされなかったと誤
認し、取り扱い中不意に給油口が開
き、油がこぼれるなど、火災に至る
おそれがある。

【対応】
油タンクの無償点検・修理。�

㈱コロナ
お客様相談窓口
　☎0120-623-238
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