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毎年、海の日に市民の環境に関する意識啓発と海岸等
の美化活動を目的として、市民一体となったボランティ
アによる清掃活動「海の日海岸クリーン作戦」を実施し
ています。皆様の多数のご参加をお願いします。

○日時 ７月 20日〈月・祝〉午前６時30分から１時間程度
○清掃場所及び集合場所

・土川漁港 → 土川漁港付近
・羽島漁港 → 羽島漁港前
・横須海岸 → さつま日置農協羽島支所前
・白浜海岸 → 白浜温泉下付近
・荒川海岸 → 荒川川河口付近
・野元海岸･串木野新港 → 新港(公設市場駐車場)
・五反田川(水源地付近) → 山之神水源地前
・串木野漁港 → 串木野漁港(内港)付近
・長崎鼻公園 → 長崎鼻公園入口(小瀬港側)
・照島海岸 → 照島コミュニティセンター前
・市来海岸 → 市来漁港･市来中学校裏

地域で指定された場所(川南)
○持参品 手袋・タオル・レーキ・帽子等

(お持ちの方は、ご持参ください)
※参加者は、最寄の海岸の集合場所に午前６時 20 分ま

でに集合してください。
※場所によっては駐車場が狭いところがありますので、

近所の方は、自家用車の利用はご遠慮ください。
※ボランティア活動のため、危険な箇所での作業はしな

いでください。また、自分の体調に合わせて参加、作
業をされますようお願いします。

生活環境課（℡33-5614）

第 13 回 海の日海岸クリーン作戦

いちき串木野市シルバー人材センターでは、地域社会
における「教育」「子育て」「介護」「環境」等の分野の
需要に対応するため、会員の経験や技能を活用し「シル
バー見守り＆“ふれ愛”サービス事業」を実施しており
ます。お気軽にご利用ください。
①高齢者等生活支援・火災警報器等取り付け事業

・家事援助サービス(清掃・調理・買出しなど)
・住宅内外の段差解消・手すり取り付けなど、高齢者

等が安心した生活ができるように支援します。
②ふるさと見守りサービス事業

・故郷で生活される老親の安否確認
・墓地の清掃、代理墓参、留守宅・田畑の維持管理

③シルバー“ふれ愛”クラブ事業
・高齢者の趣味活動を通じた生きがい作りの支援

(手芸小物作り・パソコン・踊りなど)
・育児や高齢者介護に悩む人々がお互いに相談・交流

する場所を提供します。
・育児用品、介護用品等の再利用を図ります。
(使用可能で不用となった物を無償提供ください)

・洋服や和服などのリフォームをお引き受けします。
④子育て支援事業

・産前、産後の家事援助サービス(乳幼児の世話・洗
濯・清掃・調理・買出しなど)

※利用料金・詳しい内容等は、いちき串木野市シルバー
人材センターにお問い合わせください。

℡32-9000 FAX33-2266

福祉課（℡33-5619）

シルバー見守り＆“ふれ愛”サービス事業のご利用について

現在使用されている国民健康保険証の有効期限は、７
月 31 日までとなっています。８月１日以降は、新しい
保険証でないと診療は受けられません。７月 15 日(水)
から 29 日(水)にかけて、国民健康保険についての説明
会と保険証切り替えを行います。日程(広報いちき串木野
6/22号に掲載)を確認のうえ、必ず切り替えてください。
○切り替えに必要なもの

①現在使用されている保険証(遠隔地等にある保険
証○遠・○学も切り替えます)

②印鑑(代理で切り替えをされるときは、代理人の
印鑑)※スタンプ印不可

※○学保険証の切り替えには、在学証明書が必要です。

○同時切り替え
今回は、下記の切り替えも同時に行います。お持ちの

方は保険証と一緒にご持参ください。
・国民健康保険限度額適用認定証 (だいだい色)
・国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(はだ色)
・国民健康保険特定疾病療養受療証 (白色)

※国民健康保険被保険者のみ

健康増進課（℡33-5613）・健康福祉課（℡21-5120）

国民健康保険証の切替について

現在お持ちの後期高齢者医療被保険者証は７月 31 日
で有効期限が切れて使えなくなりますので、８月１日か
らの新しい被保険者証を、７月 20 日以降に住所地（資
格に関する送付先を指定されてある場合はその送付先）
宛てに郵送しますので、８月からは、送られた新しい被
保険者証で医療機関を受診してください。

また、限度額適用・標準負担額減額認定証を現在お持
ちの方は、８月以降も該当する方に限り、被保険者証と
新しい限度額適用・標準負担額適用認定証を一緒にお送
りします。（入院する場合には必ず被保険者証と合わせて
医療機関に提示してください。）

健康増進課(℡33-5613)・健康福祉課(℡21-5120)

後期高齢者医療制度の被保険者証の切替について

障害者相談員とは・・・市から委嘱を受け、障害のある
方やその家族からさまざまな相談をお受けして問題解
決のための助言・関係機関紹介などを行なう方々です。

相談ごとのある方は、お気軽にご相談ください。
※身体に障害のある方やその家族の方は、下記の身体障

害者相談員へ相談してください。
【身体障害者相談員】

氏 名 電話番号 氏 名 電話番号

浅井 重己 32-8141 宝満 守 32-7189
池田 昇 36-4360 十島昭一郎 FAX32-9319
松原 要 36-4658
※知的に障害のある方やその家族の方は、下記の知的障

害者相談員へ相談してください。
【知的障害者相談員】

氏 名 電話番号 氏 名 電話番号

福薗 好子 090-3661-9355 船蔵 光子 32-9491

福祉課（℡33-5619）

障害者相談員について



２

次のことに気を付けて、食中毒を予防しましょう。
○肉・魚・野菜等生鮮食品は、新鮮なものを購入しましょう。
○冷蔵や冷凍の必要な食品は、家に持ち帰ったらすぐに冷

蔵庫や冷凍庫に入れましょう。
○調理前や生の肉・魚・卵を触った後は、よく手洗いをし

ましょう。
○生の肉・魚・卵を扱ったまな板、包丁、器具等は十分に

消毒しましょう。
○加熱して調理する食品は、中まで十分に火を通すように

しましょう。
○出来上がった料理は、室温に置かずなるべく早めに食べ

ましょう。

生活環境課（℡33-5614）

食中毒の予防について

下記の施設を平成 22 年 4 月から管理する指定管理者
を募集します。
○募集施設

①都市公園等（北部地区 15 施設）
②都市公園等（南部地区 16 施設）
（担当課 土木課 ℡21-5151）

○応募資格
・法人等の団体であること。（法人格は必ずしも必要
ではありませんが、個人での応募はできません。）

・その他は募集要領による。
○募集要領配付 ７月 ６日（月）～７月 27 日（月）
○申 請 受 付 ７月 17 日（金）～７月 27 日（月）
※募集要領の配付は土木課で行ないます。詳しくは土木
課へお問い合わせください。また、市ホームページに
も掲載してありますのでご覧ください。

行政改革推進課（℡33-5639）
指定管理者の募集について

―食と農の大切さ、地域の良さを伝えたい－
生活研究グループが食と農の体験型ツアーを実施します。
家族で畑へくり出し、食と農を楽しく学んで、夏休みの

思い出を作ってみませんか？
開催日 ７月 28 日（火）
集合場所 いちきアクアホール
集合時間 ８:20（15:30 終了予定）

内 容

・畑での野菜収穫体験、生産者交流
・真夏竹・ブルーベリー狩り体験
・採れたて野菜でバーベキュー
・ぶらり散策でふるさとの魅力再発見！
※内容は変更になる場合があります。

対象者

小学生及び保護者(父母または祖父母)20 人
（定員になり次第締切ります）
※小学生未満（幼児）はバス内にて席不要で
あれば参加可能

参加費 小学生以上１人 1,000 円、幼児１人 500 円

用 意
する物

汚れてもよい服装、帽子、タオル、飲物、
エプロン、三角巾、収穫用のカゴ、
バッグ（収穫野菜入れ）

申込み
７月 17 日(金)までに農政課または
生活研究グループ会長松下洋子さん
(℡・FAX 32-1155)へ

農政課（℡33-5635）

夏休み体験！食農
しょくのう

楽
がく

バスツアー ～作って、食べて、楽しもう～

○日 時 7 月 18 日(土) 10：00～12：00
○内 容 「鹿児島の仮面」出村 卓三 氏

南九州の仮面2000点以上の調査から､仮面の分類など
○場 所 中央公民館（資料代 300 円）
※どなたでも参加できます。お気軽においでください。

文化振興課（℡21-5113）
串木野郷土史研究会の例会・講演会

○日 時 10 月 25 日(日) 10:00～
○試 験 会 場 鹿児島市及び奄美市
○受験手数料 8,600 円
○受験願書『受験の手引』の受付期間

７月 31日(金)まで ※当日消印有効
○受験願書『受験の手引』の請求及び提出、問合せ先

鹿児島県社会福祉協議会 福祉人材・研修センター
介護支援専門員試験係

〒890-8517 鹿児島市鴨池新町1-7県社会福祉センター6階
℡099-258-1172 / FAX099-250-9363（月～金9:00～17:00）

健康増進課（℡33-5673）

平成 21 年度介護支援専門員実務研修受講試験

■平成 21 年度オープンキャンパス
中学生、高校生、一般を対象に木工･建築大工の体験

入校生を募集します。
○期 日 7 月 30 日(木) ○募集人員 先着 30人
○申込期日 7 月 23 日(木)まで
○参 加 費 無料＜ただし、1 日保険加入料(100 円程度)

が必要になります。＞
○問 合 せ

宮之城高等技術専門校(℡0996-53-0207 ･ FAX 0996-53-0993)

商工観光課（℡33-5638）

鹿児島県宮之城高等技術専門校体験入学生募集

○場 所 長崎鼻海水プール(シーサイドガーデンさのさ隣)
○期 間 ７月 18 日(土)～８月 31 日(月)
○開設時間 ９:00～18:00
○使 用 料 ・大人 210 円 ・小学生及び中学生 100 円

・未就学児 無料
※７月 18日(土)の日程

10：00～ プール開き 11：00～ 魚のつかみどり
(※“魚のつかみどり”の対象者は中学生以下となります)

当日は、使用料が無料となりますので多数のご来場を
お待ちしています。

商工観光課（℡33-5638）

長崎鼻海水プールの開設

○場 所 市民プール（市来庁舎隣）
○期 間 ７月 18 日(土)～８月 31 日(月)
○開設時間 ９:00～12:00、13:00～18:00

※プール開き当日(18 日)は、13:00 から
○使 用 料 ・大人 210 円 ・小学生及び中学生 100 円

・未就学児 無料
○問 合 せ 期間中の休場日等詳細につきましては、

市来体育館(℡36-2881)【指定管理者日本水泳振興会】
※但し、月曜日は休館日です。その際は、西手
（℡090-5937-9675）まで。

市民スポーツ課（℡21-5129）

市民プールの開設

○日 時 ７月 22 日(水) 10：00～15:00
○場 所 市中央公民館 ２階小会議室
○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。

串木野庁舎市民課（℡33-5612）・市来庁舎市民課(℡21-5114)

年金相談所を開設
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鹿児島県では、地域から要望の多い河川の伐採等の維
持管理について、地域との共生・協働の観点から「地域
住民、ボランティア団体、市・県」が協力して河川の伐
採を実施し、住みやすい環境をつくることを目的とした
活動を支援する事業に取り組んでいます。
○支援対象団体

県管理の河川敷において、概ね 2,000 ㎡の伐採活動を
行う。

○支援内容
支援額：一律 75,000 円

（伐採経費、活動中の事故に備えた傷害保険料等として）
○問合せ先
・鹿児島地域振興局建設部日置支所
℡099-273-3111(代表)内線 管理係(305)河川砂防係(315)

土木課（℡21-5151）

「わがまちの川サポート推進事業」の
支援対象団体を募集しています

○日時 ７月 25 日(土) 9：30～15：30
○場所 福祉プラザ５階中会議室 (℡099-221-6070)

鹿児島市山下町 15 番１号ボランティアセンター
○相談内容 交通事故による損害賠償、土地建物の売

買・譲渡、金銭の貸借、土地の境界、騒音
等をめぐる民事上の悩みごとや、婚姻、離
婚、夫婦・親子関係、扶養、相続等に関す
る家族・親戚間のもめごとなどについての
調停手続きの利用に関して、無料で相談に
応じます。相談者の秘密は固く守られます。
なお、申込み受付けは、当日会場で行ない
ます。予約制ではありません。

○相談員 裁判所の民事調停委員・家事調停委員
○問合せ 鹿児島調停協会 鹿児島市山下町 13－47

℡099-222-7121（内線 4550）

市民課（℡33-5612）

調停に関する無料相談会について

串木野生活学校では、廃油を利用して石けん作りを行い
ます。夏休みの自由研究等にいかがでしょうか。
○日 時 ７月29日(水) 9：30～11：30
○場 所 市民文化センターロビー
○持参品 ・材料代 100円 ・軍 手
      ・ふたのついたペットボトル(1.5ℓか２ℓ入り)1個

・廃油や賞味期限切れ油(家にある場合)
※お問い合わせや参加を希望される方は、社会教育課にご

連絡ください。

社会教育課（℡21-5128）

親子廃油石けん作りに参加してみませんか？

○対象者 市内小学生 30人
○日 時 7 月 24 日(金) 9:30～13:30
○場 所 串木野高齢者福祉センター（集会室）
○内 容
①オリエンテーション ②非常食炊き出し体験
③ふれあい交流のプレゼント作り(折り紙と壁絵づくり)
④デイサービスセンターでふれあい交流 ⑤昼食
⑥高齢者疑似体験や車いす・アイマスク体験
⑦まとめ（感想や体験のふりかえり）

○申込み 7 月 17 日(金)までに電話または
FAX(32-4094）で社会福祉協議会いちき串木
野市ボランティアセンターへ

社会福祉協議会（℡32-3183）

2009 年ボランティア体験月間(７月～８月)
「ボランティア体験教室」参加者募集

水辺でのクリーン活動を通じ、青少年の環境保全・環
境教育の意識を向上し、また小学生から一般の方を対象
にカヌーやヨットによるマリンスポーツに親しみ、本市
の海や川などの身近な自然を体験するため開催します。
○日 時 ７月 26 日(日)

・8：00～9：00 クリーンフェスティバル
集合場所：Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館

・9：00～12：00 マリンスポーツ大会
集合場所：Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫

○内 容 艇庫周辺（野元海岸）の清掃及びカヌー・
ヨットの試乗体験、カヌー競争等

○参加資格 小学３年生以上
（小中学生は保護者の同意が必要）

○申込期限 ７月 17 日(金) ○参加料 無料
○申込方法 申込書をＢ＆Ｇ海洋センター体育館また

は市民スポーツ課へ提出してください
○問 合 せ 市民スポーツ課（℡21-5129）またはＢ＆

Ｇ海洋センターまで

Ｂ＆Ｇ海洋センター（℡32-8994）

第13回「海の日」Ｂ＆Ｇクリーンフェスティバル
及びマリンスポーツ大会

講 座 名 料 理 教 室 陶 芸 教 室
期 日 ８月１日(土) ８月５日(水)
時 間 ９:30～12:00 10:00～13:00
定 員 10 組 10 組

フィッシュバーガーと
デザートを作ります。

陶芸を楽しく体験し好
きな作品を作ります。

内 容
・

持 っ て
く る 物

エプロン、三角巾
(教材費)１人600 円程度

エプロン
(教材費) 1,500 円

○場 所 働く女性の家
○対 象 市内の小中学生の親子

（おじいちゃん、おばあちゃんでも OK!!）
○受講料 無料（ただし、材料費は、実費自己負担）
○申込み 7 月 21 日（火）までに電話か、来館してお申

し込みください。（定員になり次第締切）
○託 児 受講時間内の託児をします。（満2歳～未就学児）

希望される方は、事前にお申込みください。

働く女性の家（℡32-7130）
「夏休み親子ふれあい講座」受講生募集

串木野さのさ踊りを練習して、７月 26 日(日)に開催され
る串木野さのさ祭り市中流し踊りに参加し楽しみましょう。
○７月 14 日(火)・15 日(水)･･･串木野庁舎玄関前駐車場
○７月 16 日(木)・17 日(金)･･･いちきアクアホール

※各日とも 19:00～20:30 です
※踊りは、「さのさ」と「はんや」です。

商工観光課（℡32-3111）

串木野さのさ踊り市中流し踊り練習会

7 月 1日から指定管理者が管理しています。

施設名称 いちき串木野パークゴルフ場(℡32-8118)

指定管理者 株式会社 榎元組

担 当 課 市民スポーツ課 （℡21-5129）

利用時間
6：30～19：00（7 月～9 月）

9：00～17：00（10 月～6 月）
※上記のとおり、利用時間が変更になります。詳しくは

指定管理者または担当課へお問い合わせください。

行政改革推進課（℡33-5639）

パークゴルフ場の指定管理者による管理が始まりました



４

７月 13 日(月)から市内を運行している『いきいきバ
ス』の運行経路が一部変更となり、それに伴い運行時刻
も変わります。

新しい運行経路と時刻は、このおしらせ版と一緒に配
布される「いちき串木野市バスマップ」でご確認くださ
い。運賃の変更はありません。

市民の皆様のご利用をよろしくお願いします。
●今回の主な変更点
○中井原、芹ヶ野、岩下集落内へ『いきいきバス』を乗

り入れるようになりました。
○木原墓地線を新設しました。
○日曜日と１月１日から３日までの３日間は運休とな

ります。
曜日（回数） 運 行 地 区
羽島・荒川線
月・水・金
(１日４便)

土川 ⇔ 羽島 ⇔ 荒川 ⇔ 深田⇔
串木野市街地 ⇔ 照島 ⇔
生福 ⇔ 串木野駅

旭・冠岳線
火・木・土
(１日３便)

冠岳 ⇔ 生福 ⇔ 上名 ⇔ 旭 ⇔
串木野市街地 ⇔ 照島 ⇔
生福 ⇔ 串木野駅

串
木
野
地
域 木原墓地線

月・水・金
(１日７便)

串木野駅 ⇔
串木野市街地 ⇔ 木原墓地
※第２便以降は市来地域いきいき
バスを利用

市
来
地
域

市来線
月～土曜日
(１日６便)

国道３号市来中前交差点（Ａコー
プ大里店前）を中心に、市来地域
全域を巡回し、串木野市街地を経
由し串木野駅まで運行

■いきいきバスについて
・串木野地域と市来地域をそれぞれ 1 台のバスで巡回

しています。
・運賃は全区間大人１人１回 100 円(小学生以下・身

体障害者 50 円)です。
・また、郊外の一部ではバス停以外でも自由に乗降で

きる区間(フリー乗降区間)があり、大変便利です。
フリー乗降区間は「いちき串木野市バスマップ」で
ご確認ください。

商工観光課（℡33-5638）

７月１３日(月)から市内巡回バス「いきいきバス」の
運行経路・運行時刻が変わります

【7 月の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。
月 実施日 年金相談受付時間

11 日（土）

13 日（月）

21 日（火）
7 月

27 日（月）

○月曜日 8：30～19：00
○土曜日 9：30～16：00

※その他の平日 8：30～17：15

【国民年金保険料は口座振替前納がお得です！】
国民年金保険料を現金で月々納付している場合、半年

分（１０月分～翌年３月分）の保険料を口座振替でまと
めて前納（前払い）することにより、半年間で 1,000 円
の割引となります。

○毎月定額納付で半年間納付
14,660 円×６か月＝87,960 円

○口座振替で半年分前納 86,960 円
割引額：87,960 円－86,960 円＝１，０００円

下期半年分（10月分～翌年３月分）の口座振替前納は
８月末までに社会保険事務所に口座振替申出書をご提
出ください。原則として初めて口座振替で半年分の前納
を申し込まれた方は７か月分（９月分＋10月分～翌年３
月分）の保険料を引落しさせていただきますので残高不
足にご注意ください。
※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。

市民課（℡33-5612）
ねんきん広報だより

○交通規制について
７月 25日(土) 【前夜祭】・・・・・・・・・・・・・・13：00～22：30
７月 26 日(日) 【アトラクション・市中流し踊り】・・・14：00～21：00

※上記の時間帯は、下記地図に示してある範囲は歩行者天国になるため、車の進入はできません。
※７月 26日(日)は、アトラクション参加団体数により規制時間が変更になる場合もあります。

串木野さのさ祭り実行委員会（商工観光課内 ℡32-3111）

第３９回串木野さのさ祭りに伴う交通規制について

歩行者天国区域

今年も花火のシーズンがやってきました。花火遊びをす
るときは、火災や事故が起こらないように注意しましょう。

火災や事故を防ぐポイント！
○幼児など子供達だけでの花火遊びはやめさせましょう
○花火に書いてある遊び方を必ず守りましょう
○花火を人や家、燃えやすいものに向けないようにしましょう
○風が強いとき、花火遊びはやめましょう
○吹出し、打ち上げなどの筒ものは、途中で
火が消えても筒をのぞいてはいけません。

○水バケツなど消火準備をして遊びましょう。

花火遊びは、迷惑にならない場所と時間と後始末！

消防本部（℡32-0119）

ルールを守って楽しい花火

※車でお越しの方は、左記の
７か所の駐車場をご利用く
ださい。

①いちき串木野市役所
（串木野庁舎）

②市民文化センター
③いちき串木野商工会議所
④市口公園
⑤塩田第一公園
⑥中央公園
⑦讃岐公園

⑦讃岐公園

⑥中央公園

②市民
文化

センター

①市役所
串木野
庁舎

③商工会議所

④
市口公園

⑤塩田
第一
公園


