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毎年８月 15日は「戦没者を追悼し平和を祈念する日」
です。本年も次のとおり戦没者追悼式を行ないます。

遺族関係者をはじめ、市民の皆さまの多数のご参列を
お願いします。
○日 時 ８月 15 日(土)10：00～
○場 所 市民文化センター

福祉課（℡33-5618）

平成 21 年度 戦没者追悼式

現在、食中毒の発生しやすい気象状況となっておりま
す。

調理や食事前の手洗いをしっかり行い、包丁やまな
板、台所も常に清潔にし、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。

調理後の食品は、早めに食べ室温に長く放置しないよ
うにしましょう。

以上のことに気をつけて、食中毒を予防しましょう。

生活環境課（℡33-5614）

食中毒注意報について

◆熱中症とは
高温・高熱にさらされたり、激しい運動などを行った

ときにみられるさまざまな体の不調です。
脈が早くなる、手足のけいれん、めまいなどにはじま

り、重症例では意識障害やショックなどがみられ、場合
によっては死に至ることもあります。

子どもや高齢者については注意して見守るようにし
ましょう。

高血圧、心臓病、糖尿病などの病気のある人や体調が
よくないときなどは、特に注意が必要です。
◆予防対策
○暑い中での無理な運動はさける ○体調を整える
○水分を十分に補給する（就寝前を含めてこまめに）
○通気性のよい服装にする○帽子、日傘などで頭部を保護する
◆応急処置
○風通しのよい涼しい場所に移す ○体を冷やす
○水分を補給する

※症状が改善しないときには、すみやかに医療機関を
受診しましょう

串木野健康増進センター（℡33-3450）・健康福祉課（℡21-5118）

熱中症を防ごう！

『アートフェスタin市来』が、次の日程で開催されます。
市民の皆様の多数のご観覧をお願いします。
○日 時 ８月 23 日（日）10：00～18：00
○場 所 いちきアクアホール
○内 容 オリジナル作品の展示、販売 （陶芸・木工・

ビーズアクセサリー・ブリザーブドフラワー・
ポストカード・和布染小物・サンドブラストなど）

産業経済課（℡21-5124）

「アートフェスタ in 市来～いちきは小さな美術館～」開催

8 月 14 日（金）と 15日（土）の２日間、木原墓地付近の道路は一方通行と駐車禁止の交通規制が行われますので、
車の運転にはご注意ください。

お墓参りに自家用車で来られる方は駐車場が狭く、両日とも混雑が予想されますので、誘導員の指示に従ってく
ださい。木原墓地への入口は酔之尾交差点側、出口は神村学園前になります。

また、両日とも木原墓地までの往復臨時バスが運行されます。できるだけバスをご利用ください。
〇臨時バス停留所

大原町（アポロ石油前）、旭町（タイヨー前）、元町（ビデオショップファミリー前）、浜町（げたや前）、
新潟（ふくだ文具店前）、浦和町（中新商店東側）、新生町（濵田水産前）、小瀬（寿工業前）、
石川山（中華料理かみむら前）、塩屋町（旧新川石油前）、緑町（向井酒店前）、墓地

○料 金 大人 130 円 小人 70 円
○時 間 始 発 16：20(30 分～40 分間隔で運行) 最終発 20：00(墓地の最終発 20：20)

生活環境課（℡33-5614）

お盆時の木原墓地付近の道路交通規制と臨時バスの運転について

日頃「段差につまづきやすくなった」「食が細くなっ
た」「飲み込みにくくなった」などと感じてはいません
か？

いつまでもいきいきと自分らしい生活を送るために、
普段の生活に取り入れていきたい元気な体づくりの方
法をみつけるための教室です。ぜひご参加ください。
○日時・内容（全６回コース）

日 時 内 容
８月 20 日（木）
10：00～13：30

元気で長生き食事のポイント
～低栄養予防

８月 27 日（木）
10：00～12：00

お口の働きを高めるために
～口腔ケア・ごっくん体操

９月 ３日（木）
10：00～12：00

フットケア
～足指・足裏のマッサージ

９月 10 日（木）
10：00～12：00

転びにくい足・腰づくり
～しっかり貯筋体操

９月 17 日（木）
10：00～12：00

転びにくい足・腰づくり
～しっかり貯筋体操

９月 24 日（木）
10：00～12：00

転びにくい足・腰づくり
～しっかり貯筋体操

○場 所 市来保健センター
○募集人員 65 歳以上の方 先着 20 人
○参 加 料 無料
○申 込 み ８月 18 日(火)までに串木野健康増進センター

へお電話でお申し込みください。

串木野健康増進センター（℡33-3450）

元気いきいき（介護予防）教室
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デジタルカメラによる撮影についての基礎知識の習
得と技能を高めることをねらいとした初心者対象のデ
ジカメ教室を開催します。
○日 時 ９月１日(火) ９月 15 日(火) ９月 29 日(火)

10 月 13 日(火) 10 月 27 日(火)11 月 17 日(火)
（計６回 19：30～21：00）

○場 所 中央公民館研修室
※受講料については必要ありませんが、材料代は自己負担

です。また、デジカメは各自でご持参ください。
○申込み 社会教育課、中央公民館、アクアホールの申込書

に記入のうえ、期日までに提出してください。
○提出期限 ８月 19 日(水)
○定 員 15 人（※定員を超えた場合は抽選となります。ま

た申込者が少ない場合は開講しない場合がありま
す。結果については各人に通知します。）

社会教育課（℡21-5128）

「デジカメ教室」受講生の募集

透き通ったクリスタルな輝きをもつ造花をつくり、ク
リスマス飾りや正月用飾りを作成します。自由な発想の
もとに世界で唯一のオリジナルな作品づくりが楽しめ
ます。

日 時 会 場 学 習 内 容

９/11(金) コスモス

10/９(金) ミニローズ

11/13(金) クリスマス飾り

12/11(金)

13：30
～

15：30
中央公民館

正月用飾り

※受講料については必要ありませんが、材料代として毎
回 1,200 円～1,500 円必要となります。

○申込み 社会教育課、中央公民館、アクアホールの申込書に
記入のうえ、期日までに提出してください。

○提出期限 ８月 19 日(水)
○定 員 15 人（※定員を超えた場合は抽選となります。ま

た申込者が少ない場合は開講しない場合がありま
す。結果については各人に通知します。）

社会教育課（℡21-5128）

「アメリカンフラワー講座」受講生の募集

○講 座 名 おもしろパソコン塾「なるほど楽しいワー
ド」作品作りにチャレンジ編

○内 容・ワードの基本を確認しよう
・贈ってうれしい、もらってうれしい誕生日カード作り
・いざというときに大活躍！簡単連絡網作り
・自己紹介をばっちり決めるオリジナル名刺作り
・プロ顔負け！？簡単チラシＰＯＰ作り

○日 時 9 月 4 日（金）11 日（金）18（金）25（金）
10 月 2日（金）9日（金）計 6回
（各日 19:00～21:00）

○場 所 市来地域公民館
○募集人員 10 人（定員を超えた場合は抽選を行い、

結果を個人ごとに通知します）
○対 象 者 市内に居住する一般成人の方で、ウインド

ウズの基本操作・文字入力・ワード基本操
作のできる方、またはワード入門講座を受
講された方

○受 講 料 3,500 円（※教材費・材料費を含む）
○申込方法 FAX または電話で郵便番号・住所・氏名（ふりが

な）・年齢・性別・電話番号をお知らせください。
○申込・問合せ 中央公民館（℡・FAX 33-5655）

受付時間 9：00～17：00
○申込期限 ８月 17 日（月）

社会教育課（℡21-5128）・指定管理者㈱総合人材センター

平成 21 年度パソコン教室受講生の募集

夏場は、輸血用血液が大変不足します。多くの方々の
ご協力をお願いします。
○日 時 ８月 21 日(金) ９：00～12：00
○場 所 市役所市来庁舎 正面玄関
○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。

※200ｍｌ献血は、当日の必要な数を満たしている場合は献血をお
断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。

串木野健康増進センター（℡33-3450）

献血のお知らせ

○期 間 ９月４日～10月 23 日 毎週金曜日
14：30～16：30 計８回

○会 場 市来ふれあい温泉センター，市来保健センター等
○内 容 ①健康運動指導士等による実技指導

「水中歩行運動」・「ストレッチ」など
②健康講話 ③栄養士による栄養講話

○参加料 1,100 円程度（プール使用料及び傷害保険料）
○募集人員 25 人（40 歳～74 歳までの市国保加入者で、

毎回参加できる方） ※先着順とします。
○申込期限 ８月 21 日（金）
○申込先 健康福祉課保険給付係（市来庁舎） ℡21-5120

健康増進課保険給付係（串木野庁舎） ℡33-5613
※持病のある方は主治医に相談のうえ、申し込みをして

ください。

健康福祉課（℡21-5120）

国民健康保険 保健事業
「温泉を活用した健康づくり」教室のお知らせ

鹿児島県花いっぱいコンクールが実施されます。美し
い環境づくりや、温もりのある地域社会づくりを目指し
て活動している団体等の応募をお待ちしています。
○資格団体 各子ども会、ＰＴＡ、高齢者クラブ、

自治公民館、その他の関係団体
○応募締切 ９月４日（金）
※応募内容の詳細・要項等につきましては、社会教育課

へお問い合わせください。

社会教育課（℡21-5128）

鹿児島県花いっぱいコンクールの開催について

【いちき串木野市奨学生】
○資 格 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
連帯保証人は、保護者と本市に在住する人の２人

○金 額 高等学校、高等専門学校、専修学校高等部
及び特別支援学校高等部
～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

○貸与期間 正規の修学期間
（※今年度分の貸付は、10 月から来年３月ま
での半年分になります。）

○募集人員 10 人程度
○返還方法 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）
○申込方法 申込願書に、必要事項を記入のうえ、教育

委員会総務課（市来庁舎 3 階）へご提出く
ださい。願書は教育委員会総務課に準備し
てあります。

○申込期限 ８月 21 日（金）
○問 合 せ 教育委員会総務課

教育委員会総務課（℡21-5126）
平成 21 年度奨学生募集

企画課（℡33-5634）

ちかび展示館夏のイベント“お楽しみ抽選会”の開始時間について

※お詫びと訂正について
７月 21日発行『広報いちき串木野』18Ｐ【第 30 回ちかび展示館夏のイベント】の【お楽しみ抽選会】の時間が間

違っておりました。正しくは（11:00，14:00）の２回のみとなります。訂正してお詫び申し上げます。
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～地かえて祭り～の出店者を募集します。
出店内容については、フリーマーケット等、ジャンル

を問いません。多数の応募をお待ちしています。
○日 時 10 月 17 日（土）9：00～21：00（予定）

10月 18 日（日）9：00～17：00（予定）
※10 月 17 日（土）は花火大会も予定されており、出店

時間を午後９時まで予定しております。
なるべく最後まで出店されるようお願いします。

○場 所 串木野新港隣接会場（西薩町）
○小間料 １小間 12,000 円（3.6ｍ×3.6ｍ）
○申込・問合せ ８月 21日(金)までに商工観光課へ

（FAX 可 32-3124）
※出店申込書は、商工観光課、産業経済課、ドリームセ

ンター、いちき串木野商工会議所、さつま日置農業協
同組合串木野支所、串木野市漁業協同組合にあります。

商工観光課（℡33-5638）

エコフェスタいちき串木野づくし産業まつり
～地かえて祭り～物産展の出展者募集

住 宅 名 建設年度
募集戸数

構造・設備 備 考

森木住宅
(羽島郵便局近く)

昭和 40年度
３戸

コンクリート
ブロック平家建
3Ｋ・汲み取り

単身入居可
(ただし 60 才

以上)

①
随
時
受
付
住
宅

冠岳住宅
(冠岳小学校近く)

昭和 40年度
1 戸

コンクリート
ブロック平家建
２Ｋ・汲み取り

単身入居可
(ただし 60 才

以上)

ひばりが丘団地
（だいわ串木野

店近く）

平成元年度
１戸

鉄筋コンクリー
ト 5 階建（2 階）
３ＤＫ・水洗ﾄｲﾚ

単身入居
不可②

公
募
住
宅日ノ出住宅

(市来庁舎近く)
平成 14年度

１戸

鉄筋コンクリー
ト４階建（3 階）
３ＤＫ・水洗ﾄｲﾚ

単身入居
不可

■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 ○同居する家族がいること
○世帯の月額所得が 158,000 円以下であること
○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か月分） ○連帯保証人（２人）

■申込期間
①随時受付住宅 随時申込を受付けています
②公 募 住 宅 ８月５日（水）～17 日（月）

■抽選日
①随時受付住宅 抽選はありません
②公 募 住 宅
◎ひばりが丘団地

８月 20 日（木）10：00～ 串木野庁舎２階会議室
◎日ノ出住宅
８月 20日（木）14：00～ 市来庁舎３階会議室

■入居予定日 ９月１日（火）
■問合せ及び申込み先

・都市計画課 建築係 (市来庁舎)
・土木課 分室係 (串木野庁舎) （℡33-5679）

都市計画課（℡21-5154）

市営住宅入居者募集について

県では、この期間中にテレビ等による啓発放送や新聞
広告など、さまざまな人権啓発活動を集中的に実施する
ことにしております。私たちの社会には、同和問題をは
じめ、子どもや高齢者への虐待、女性、障害者等に関す
る人権問題が、依然として存在しており、これらの人権
問題を解決するためには、一人ひとりがお互いの人権を
尊重し、偏見や差別のない社会の実現に向けて努力を重
ねていくことが大切です。この機会に、皆さんも身近な
ことから人権について考えてみませんか。
○問合せ 県庁人権同和対策課（℡099-286-2574）

串木野庁舎市民課（℡33-5611）・市来庁舎市民課（℡21-5114）

８月は人権同和問題啓発強調月間です

日置地域農業用廃プラスチック類適正処理推進協議
会では、農業用廃プラスチック類の回収（市来地域）を
行います。農業者の方は、次の注意事項をしっかり守り、
回収にご協力ください。
○回収日時 ８月 21 日（金）８：30～11：30
○回収場所 JA さつま日置農協北部営農センター

（大里選果場）
○処理経費 処理単価 30 円／㎏程度

廃プラ:農協口座で引落し扱いとなります
○持参するもの 印かん
○注意事項

★異物（排出ビニル以外のもの）が混入しないように
お願いします。

★空容器（ポリ・缶）については、キャップを取り除
き中身を洗浄してください。

★運搬の際に産業廃棄物運搬車両の表示及び書面の
携帯が必要になります。

○問合せ
・JAさつま日置農協市来支所 経済課（℡36-2311）
・農政課 農林係(串木野庁舎)
・産業経済課 農林係(市来庁舎)（℡21-5122）

農政課（℡33-5635）

農業用廃プラスチック類の回収について（市来地域）

鹿児島県では、鹿児島県への UI ターン希望者、鹿児
島県内へ就職を希望される方を対象に、県内就職合同面
接会を実施します。
○日 時 ８月 12 日（水）12：30～16：30
○場 所 かごしま国際ジャングルパークベイサイドガーデン
・参加料は無料です。事前申込みは不要ですが、履歴書

をご持参ください。
・UI ターン希望者以外にも、来春卒業の学生(高校生を除
く)も参加できます。

・参加企業とその企業概要を８月１日頃から県のホーム
ページに掲載予定です。

・その他詳細については、県のホームページでご確認く
ださい。

http://www.pref.kagoshima.jp/sangyo-rodo/ui/annai/uifea.html

商工観光課（℡33-5638）

～求職者の方へ～
UI ターンフェア“かごしま”＆県内就職合同面接会

総務省では、経済的な理由等で地上デジタル放送が見
られない世帯（ＮＨＫ受信料全額免除世帯が対象（※））
に対して、簡易なチューナーを無償給付するなどの支援
を行います。支援開始は、本年秋以降を予定しています。

具体的な申込先・受付開始時期は、準備が整い次第改
めてお知らせします。

なお、支援は現物給付です。ご自身で購入したチュー
ナー、アンテナ等の費用の精算はできません。
※ＮＨＫと受信契約が結ばれており、受信料全額免除の

適用を受けていること。(具体的には、生活保護世帯等、
市町村民税非課税の障害者世帯、社会福祉事業施設入所者)

○問合せ 総務省地デジコールセンター(℡0570-07-0101)

総務課（℡33-5633）

地上デジタル放送を見るための簡易なチューナーなどの支援について

串木野環境センターでは公用車の売却をします。
希望される方は、お申込ください。

○塵芥収集車（１台）
・車 体･･･三菱 ・車 色･･･水色
・総排気量･･･8.2 リットル・初年度登録･･･平成４年６月
・走行距離･･･175,319Km（平成 21 年７月１日現在）
・車検有効期間満了日･･･平成 21 年６月 11 日

○申込締切日 ８月 31日（月）
○申込・問合せ 串木野環境センター

串木野環境センター（℡32-2388）

公用車の売却
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【簿記講座】
○対象者 日商簿記検定合格をめざす方

仕事・進学・独立転職等で簿記の習得をめざす方
○日 時 ９月８日(火)～10 月 27 日(火)19:00～21:00

（※祝日を除く毎週火・木・金の全 20 回）
○定 員 10 人（先着順ですが、やむを得ず開講でき

ない場合もあります）
○受講料 30,000 円
○申込期間 ８月 10日(月)～８月 21日(金)
【パソコン講座】

講座名 受講期間 受講時間 申込期間
①パソコン基本講座
(マウス・キーボード
操作のできる方)

9/1～9/29 までの
祝日を除く火・金
（全８回）

18:30
～

21:00

8/10(月)
～

8/21(金)

②文書作成基本講座
(マウス・キーボード
操作のできる方)

9/5～10/24 までの
毎週土曜日
（全８回）

9:00
～

12:00

8/10(月)
～

8/26(水)

③表計算基本講座
(マウス・キーボード
操作のできる方)

9/5～10/24 までの
毎週土曜日
（全８回）

13:00
～

16:00

8/10(月)
～

8/26(水)

④ＣＡＤ基本講座
(マウス・キーボード
操作のできる方)

9/5～10/24 までの
毎週土曜日
（全８回）

13:00
～

16:00

8/10(月)
～

8/26(水)

○受講料 各講座 30,000 円(受講料にテキスト代含む)
○定 員 各講座 10 人（やむを得ず開講できない場合

もあります。）
【申込方法】 両講座とも電話で川薩人材育成センター

へ申し込みください。
○受付時間 平日 9：00～17：00

（土・日・祝日 8/13,14 は除きます。）
○申込・問合せ 川薩人材育成センター ℡22-3873

商工観光課（℡33-5638）

川薩人材育成センター講座生募集

本市では小学校，中学校において児童生徒の学習を支
援する学校教育支援員２名を公募いたします。
○主な業務の内容

担任のもとで学習・行動・心理面の支援
○雇用期間 平成 21 年９月～平成 22 年３月
○申込締切 ８月 18 日(火)
○面 接 日 ８月 21 日(金)
○申込・問合せ 教育委員会学校教育課

（℡21-5127／FAX36-5228）

学校教育課（℡21-5127）

学校教育支援員の募集

【８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

８日（土）
10 日（月）
17 日（月）
24 日（月）

８月

31 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

【学生納付特例の手続きはお済みですか？】
学生納付特例制度とは、前年所得が一定以下である

20 歳以上の学生の方が申請することにより保険料の納
付が猶予される制度です。（年度毎に申請を行っていた
だく必要があります。）

これは、将来、年金を受け取ることができなくなるこ
とや、不慮の事故等により重い障害が残ってしまった場
合に、障害基礎年金を受け取ることができなくなること
等を防止するためのものです。

この申請が承認されると、平成 21 年度の国民年金保
険料の納付が猶予されます。

平成 21 年度の申請手続きがまだの方は年金手帳、学
生証をご持参のうえ、市役所年金窓口か川内社会保険事
務所窓口で手続きをしてください。

※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

○土 地

地 番 地目
面積

（坪）
最低売却額（円）

大里 5553-２ 宅地 約 120 5,520,000

○建 物（旧市来小・中学校教頭住宅）

番号 地 番
面積

（坪）
最低売却額（円）

① 大里 5553-２ 約 18 1,000

② 大里 5553-２ 約 20 1,000

※土地のみの売却も可能です。
※建物のみの売却については、解体して搬出される場合

は可能です。詳しくは財政課へお問い合わせください。

～ ～ ～ 大 里 川 ～ ～ ～

① ②

水 路 水 路 水 路

至 市街地 ← 国道 270 号 → 至 日置市

市来中学校グラウンド
市来
小学校

○申込締切日 ８月 28 日（金）
※申込者多数の場合は、一般競争入札としますので、
申込締切後、市から通知いたします。

○申込・問合せ 財政課 契約管財係（串木野庁舎）

財政課（℡33-5629）

土地・建物の公売について

略図

平佐原
公民館

現在、捕獲・飼養できる野鳥は、１世帯につきメジロ
１羽となっております。（平成 19 年４月からホオジロは
除外されました。）まだ飼養許可（登録）を受けていな
い人、新たに愛がん用として捕獲・飼養する人は、申請
手続きをしてください。無許可で捕獲・飼養すると法律
で罰せられます。（６か月以下の懲役または 50 万円以下
の罰金等）

また、すでに登録している鳥を引き続き飼養される方
は、登録の更新が必要ですので、有効期限前に更新手続
きを行ってください。（ホオジロについては現在登録さ
れている鳥の更新はできます。）
○捕獲・飼養羽数 １世帯１羽（有効期間は１年間）
○鳥獣飼養登録票の交付等手数料 １羽：3,400 円
○問合せ 農政課農林係(串木野庁舎)

産業経済課農林係(市来庁舎)

農政課（℡33-5635）・産業経済課（℡21-5122）

鳥獣を捕獲・飼養するには許可(登録)が必要です

人が容易に出入りできる空家は、
たばこの投げ捨て、火遊び、放火等
による火災発生のおそれがあります。

該当する空家の所有者、管理者、占有者
は、火災予防上、次のようなことに心掛けてください。
○空家の火災予防

１ 人が容易に出入りできないように施錠する。
２ 空家の周囲に燃えやすいものを置かない。
３ ガスや電気を遮断する。

※火災予防上、消防職員が空家の実態調査をすることが
ありますので、ご理解、ご協力をお願いします。

消防本部（℡32-0119）

空き家に対する火災予防!!

商工会議所･商工会合同で発行されたプレミアム(特
典)付商品券の使用期限は 11 月 19 日までとなっており
ます。

購入された方は、期限内にポスターの掲示されている
市内店舗でご使用ください。
○問合せ先：商工会議所(℡32-2049)･商工会(℡36-2145)

商工観光課（℡33-5638）

プレミアム(特典)付商品券の使用期限について


