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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。
○頻繁な鳴き声等の騒音またはふん尿の放置等により、

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絶対にしない。（近所の
方に迷惑をかけたり、不幸な猫を増やすことにもつな
がります。）

〇猫の飼い主は、疾病の感染防止、不慮の事故防止等の
ため、屋内飼養に努める。（屋内飼養によらない場合
には、去勢手術、不妊手術等を行ってください。）

※犬・猫に限らず動物は、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すか、伊集院保健
所（℡099-273-3111）へご相談ください。

生活環境課（℡33-5614）

犬・猫の飼い方について

市有野元墓地の使用について、次のとおり募集を行います。
○募集する区画数 20 区画数程度
○面 積 １区画 5.0 平方メートル
○永 代 使 用 料 115,000 円
○募 集 締 切 ９月 18日（金）まで

（受付は土・日を除く８：30～17：15）
※いちき串木野市に本籍、または住所を有する世帯主に

限られます。
※応募者多数の場合は、抽選になります。
※詳しいことは、生活環境課までお問い合わせください。

生活環境課（℡33-5614）

墓地についてのお知らせ

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うえお越しください。

○期 日 ９月 10 日（木）
○場 所 市民文化センター
○受付時間 ９:00～16:00
○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あります。予めご了承ください。

串木野健康増進センター（℡33-3450）

串木野ライオンズクラブ 献血のお知らせ

鹿児島障害者職業能力開発校は、障害をお持ちの方がそ
の能力に適する職種についての基礎となる知識・技能を習
得し、就業による自立と生活の安定を図ることを目的とす
る公共職業能力開発施設で国が設置し、その運営を鹿児島
県に委託しているものです。
○申込期間 ９月１日（火）～10月 30 日（金）
○訓練科目 情報電子科 デザイン製版科 建築設計科

義肢福祉用具科 ＯＡ事務科 アパレル科
造形実務科

○応募資格 身体障害者手帳所持者または療育手帳所持者
（その他の障害の方は最寄りの公共職業安

定所にお問い合わせください。）
○入学金・授業料 無料
※詳細は最寄りの公共職業安定所（障害者係窓口）にお

問い合わせください。
鹿児島障害者職業能力開発校

〒895-1402 薩摩川内市入来町浦之名 1432 番地
TEL0996-44-2206 FAX0996-44-2207

福祉課（℡33-5619）

平成 22 年度鹿児島障害者職業能力開発校
入校生の募集

乳幼児を持つお母さんの子育ての疲れを癒し、心をリ
フレッシュするために、育児支援講座を開催します。
○講 座 名 フェイシャルマッサージ
○内 容 顔をマッサージして血行を良くし肌をきれ

いにする。毛穴を洗浄して老廃物を取る。
○日 時 9 月 29 日(火) 10:00～11:30
○対 象 乳幼児を持つお母さん
○定 員 10 人(※定員になり次第締め切ります)
○受 講 料 無料
○申 込 み 9 月 19 日(土)までに、来館または電話で働

く女性の家へお申し込みください。
○託 児 受講時間内の託児をします。(申し込み時に届

け出てください。保険料400円が必要です。)

働く女性の家（℡32-7130）

「働く女性の家」育児支援講座受講生募集

この講習会は、雇用・就業を希望する高齢者に対し、
雇用・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
○講習日程 10 月５日（月）～10月 20 日（火）
（10日間：延べ41時間・土、日、祝日及び10/7(水)休み）
○募集人員 20 人（応募者多数の場合は抽選となります）
○申込締切 ９月 24 日（木）
○受講料及びテキスト代 無料
※ただし、道具(剪定バサミ・刈込バサミ等)は、各自
で準備してください。

○講習内容 樹木の剪定や四ツ目垣製作等の基本的な
技能の習得

○講習会場 いちき串木野市シルバー人材センター 他
○申込・問合せ

(社)鹿児島県シルバー人材センター連合会
TEL099-206-5422 FAX099-206-5410
http://www.sjc.ne.jp/kashiren

(社)いちき串木野市シルバー人材センター
TEL32-9000 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。

福祉課（℡33-5619）

緑地管理・剪定講習 受講生募集

http://www.sjc.ne.jp/kashiren
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○開催日時 10 月 17 日（土）・18日（日）
※1 時間程度 1 日 3 回開催

1回目 10:00～(定員10組20人)両日とも
2回目 13:30～(定員10組20人)両日とも
3回目 15:00～(定員10組20人)両日とも

○参加料 無料
○内 容 ソーラーカー工作キットの親子による共同製作

と「地球温暖化とエネルギー」に関する勉強会
○場 所 地かえて祭り会場内（串木野新港特設会場）
○参加資格 小中学校の児童・生徒とその保護者による

ペア
※工作キットは一家族１セットとします

○申込締切 10 月 14 日（水）まで
（ただし、定員になり次第締め切ります）

○申込・問合せ 商工観光課

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～
『親子で作ろうソーラーカー作成教室』参加者募集

体験ツアーの参加者を募集します。多数のご応募をお
待ちしております。
○開催日時 10 月 17 日（土）・18日（日）

９：30～15：30（予定）
集合時間９:00(祭り会場内九電ブース前)

○ツアー内容 川内原子力発電所展示館・ちかび展示館
その他市内一円

○参 加 料 無料（往復バス代・入館料・昼食代含む）
○募集人員 両日とも定員 40人
○申込締切 10 月９日（金）※定員になり次第締切
○申込・問合せ 商工観光課

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～
『体験ツアー』参加者募集

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～で行われる、ダンス王決定戦に出場しませんか？
○内 容 １団体の持ち時間は、予選・ファイナルとも

５分程度です。幅12.6m×奥行き7.2mのス
テージ上でのダンス披露となります。

○日 時 10 月 17 日(土)
・予 選 16：00～17：00
・ファイナル 17：30～18：10

○場 所 地かえて祭り会場内メインステージ
○応募資格 年齢・性別・住所・踊りのジャンルは問い

ません。(※小学生以下は保護者同伴)
○応募締切 ９月 25 日（金）午後５時まで
○応 募 先 いちき串木野商工会議所青年部事務局

℡32-2049

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～
『ダンス王決定戦』出場者大募集

勤労青少年ホームでは、親子で作る一日料理講座を次
のとおり開催します。親子で協力し、おいしい料理、そ
して家族の固い絆を築きましょう！
○日 時 9 月 23 日（水・祝）17:00～19:00
○場 所 勤労青少年ホーム（串木野 IC近く）
○定 員 12 組（24 人程度）
○参 加 料 500 円（材料代として）
○申込締切 9 月 19 日（土）※定員になり次第締切
○申込・問合せ 勤労青少年ホーム ℡32-8770

（日曜日以外の 13:00～21:00 受付）
※当日はエプロン・三角巾・持ち帰り用容器をご持参ください。
※参加は男女を問いません。

商工観光課（℡33-5638）・指定管理者㈱総合人材センター

とびっきりおいしい晩ごはんを作ろう！
一日講座生募集 ～親子で作る料理講座 ～

川薩人材育成センターでは、将来、新しく事業を始め
ようと考えている方のために、「わがまちを知り、将来
の起業の準備をしよう」のテーマでセミナー（全４回）
を開催します。
○日 時 10 月 21 日(水)、11 月４日(水)、

平成 22 年１月 20 日(水)、２月３日(水)
○場 所 川薩人材育成センター（薩摩川内市青山町）
○定 員 20 人（先着順）
○受講料 無料
○受講内容 企業経営やNPO、知的財産（特許）の基礎

学習や自由討議、相談会など
○申込締切 10月13日(火)
○申込・問合せ 川薩人材育成センター（℡22-3873）

（平日 9:00～17:00）
※直接電話で申込みください。

商工観光課（℡33-5638）

「起業支援セミナー」の開催について

平成 22 年度機械整備、金属加工のエンジニア育成を
目的とした訓練生を募集します。
○訓練科目 機械整備科、金属加工科
○応募資格 高等学校を平成 22 年３月卒業見込の者
○受付期間 9 月 17 日（木）まで
○選 考 日 10 月１日（木）
○選考場所 吹上高等技術専門校
○選考方法 筆記試験 小テスト（数学Ⅰ）、面接
○問 合 せ 鹿児島県立吹上高等技術専門校

℡099-296-2050

商工観光課（℡33-5638）

県立吹上高等技術専門校入校生募集（推薦入試）

マジック(手品)についての基礎知識と技能習得のた
めの初心者対象の手品教室を開催します。
○日 時 10月7日(水),14日(水),21日(水),28日(水)

11月4日(水),13日(金) 計６回 9:30～11:30
○場 所 市来地域公民館
○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。
※受講料については必要ありませんが、材料代が 2,500

円程度かかります。
○提出期限 ９月 17 日(木)
○定 員 10 人（※定員を超えた場合は抽選となります。

申込み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）

「マジック(手品)教室」受講生募集

〇試験の種類 甲種、乙種（第１類～第６類）及び丙種
（乙種の複数受験可）

〇受付期間 ９月 18 日（金）～10月２日（金）
※土・日・祝祭日を除く。

〇受付場所 (財) 消防試験研究センター鹿児島県支部
〇試験日時 11 月 15 日（日） 集合時間 9:30
〇試験会場

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（10月中）も実施されます。

※受験願書等は、消防本部及びいちき分遣所にあります。

消防本部（℡32-0119）

危険物取扱者試験の実施
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水道用地並びに水源（深井戸）を一括して売却します。
そこで公売に当たり入札参加者を募集します。

○土 地 いちき串木野市冠嶽 13136-1 457 ㎡
〃 13137-1 129 ㎡

○水道施設（深井戸） 仕上がり口径 250mm
掘削深度 131ｍ

○応募資格要件
１）本市に本社または事業所を有すること。
２）水道用地及び水源を活用すること。
３）当該地域をＰＲできるように使用すること。
４）契約後 10年間は同様に使用し、転売しないこと。

○応募方法 市ホームページ上に示す応募様式、または
上下水道課に備え付けの用紙に記入のう
え提出してください。

○応募締切 9 月 30 日（水）
※入札方法については、申込締切後、市から通知します。

○申込・問合せ 上下水道課上水管理係

冠嶽園 岩下集落

至 市比野

主要地方道串木野樋脇線

至 市内

水道施設・用地

上下水道課（℡21-5155）

冠嶽水道施設・用地の売却

住 宅 名 建設年度
募集戸数

構造・設備 備 考

新田住宅
(串木野西中近く)

昭和 47年度
１戸

簡耐２階建
２ＤＫ・汲み取り

単身入居可
(ただし60才以上)

松下住宅
（冠岳小学校近く）

昭和 61年度
１戸

木造平家建
３ＤＫ・汲み取り

単身入居
不可

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
２戸

鉄筋コンクリート
5 階建（１階）
3ＤＫ・水洗ﾄｲﾚ

単身入居
不可②

公
募
住
宅

ウッドタウン
(多目的グラウンド

近く)

平成 19年度
１戸

木造２階建
3LDK・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 ９月７日（月）～24 日（木）

■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・ウッドタウン）
９月 29 日（火）10：00～ 串木野庁舎２階会議室

■入居予定日 10 月 13 日（火）
■申込・問合せ

・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

いちき串木野市選挙管理委員会では、実際に選挙事務
を経験し選挙への関心を高めていただくことを目的に、
平成 21 年 11 月８日に執行が予定されている『いちき串
木野市長及びいちき串木野市議会議員選挙』の選挙事務
をしてくださる臨時職員を募集します。

ご希望の方は、次の内容をご覧のうえ、ご応募ください。
○選挙事務従事内容

募集人員 20 人

賃 金 864 円／時間
事前事務
説 明 会

10 月 18 日(日)

11 月７日 (土) ２時間
（※時間の詳細は後日連絡します）

投票所の設営準備
勤務日時
及び

勤務内容 11 月８日 (日) 6:30～18:30
投票所での受付、投票用紙の交付等

従事場所 市内 14 投票所

○応募資格
次の①～④の条件をすべて満たしている方

①いちき串木野市に在住する 20 歳から 40 歳までの方
※選挙運動に従事される方は応募できません。

②投票事務従事は、長時間にわたるため、それに耐えら
れる健康な方。

③投票事務従事は、投票日当日の朝が早いため、通勤手
段の確保ができる方。

④「事前事務説明会」に必ず参加できる方。
・日 時 10 月 18 日（日） 14:00～15:00
・場 所 いちき串木野市役所市来庁舎 ３階会議室

○応募方法
申込書・誓約書にご記入のうえ、なるべくご本人が

ご持参ください。
・応募期限 ９月 30日（水）午後５時まで
・応 募 先 いちき串木野市選挙管理委員会または

総務課人事係
※申込書・誓約書は、いちき串木野市選挙管理委員会、
総務課人事係にあります。またホームページ上から
も入手することができます。

○その他
・採用者については、10月７日（水）に採用通知を発送

いたします。
※不採用者については、連絡しませんのでご了承くだ
さい。

・投票事務従事場所の選考は、自宅住所・交通手段等を
考慮し、選挙管理委員会事務局が行います。

・採用決定後に、応募資格を満たしていないことが判明
した方については、後日、採用を取り消す場合があり
ます。

・「事前事務説明会」の出席には、賃金の支払はありま
せん。ただし、選挙事務従事をするためには、「事前
事務説明会」の出席が必要条件となります。

選挙管理委員会（℡21-5125）

選挙事務アルバイト募集

｢下水道の日｣は、美しい自然環境に囲まれた快適な生
活を次の世代まで引き継いでいくことを願うものです。

下水道が使用できる区域内で、下水道に接続している
方の割合は 82.8％となっており、五反田川下流及び河口
沿岸部などの水質の改善が図られています。

自然環境を守るためにも、皆さま一人ひとりのご協力
が必要となります。公共下水道が使用できる区域内で、
まだ接続していないご家庭は、一日も早く接続をしてい
ただきますようお願いします。

上下水道課（℡21-5157）

９月 10 日は下水道の日
～ 下水道 地球を守る リサイクル ～



４

平成 21 年９月収集指定日を一部変更します。
地 区 変 更 前 変 更 後

金山・勝利山・薩摩山
御倉町・文京町・住吉町
大原南・三井・海瀬・港町
岳釜・小屋・新潟・土川
下山・平山・万福・中組
内門・木場・平木場・舟川
久福・松比良・中ノ平
福ヶ野・牛之江・外戸
観音ヶ迫

９月19日
(土)

野元・春日町・中尾町
市口・桜町・平江・深田下
佐保井

９月20日
(日)

大園・小園・河内・浅山
島内・木場迫・中福良
宇都・下手中・池之原
寺迫・門前・松山・払山

９月22日
(火)

９月 24 日
（木）

麓・浜ヶ城・ひばりが丘
天神町・祇園町

９月23日
(水)

９月 25 日
(金)

※連休前後は、し尿汲み取りの申し込みが多く、指定日
以外での汲み取りは原則として控えさせていただき
ますので、必ず指定日の前日までに「汲取申込札」で
申し込みをしてください。

串木野衛生センター（℡32-3612）

９月のし尿汲み取り指定日の一部変更について

○講座名 パソコン塾「エクセルにチャレンジ」基礎か
らじっくり表計算初級編

○内 容・エクセルの基本テクニック
・らくらく表作成！当番表を作ろう
・我が家の金庫番！簡単家計簿作り
・エコに貢献！？環境家計簿でCO２排出量計算
・メタボリック予防に活躍！健康管理表作り
・売上表を作ろう

○日 時 10月16日（金）23日（金）30（金）
11月６日（金）13日（金）20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パソコンを

初めて利用する方
○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 9 月 24 日（木）

社会教育課（℡21-5128）・指定管理者㈱総合人材育成センター

パソコン教室受講生募集

○日 時 9 月 16 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

【9 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

12 日（土）

14 日（月）

24 日（木）
9 月

28 日（月）

○月曜日 8:30～19:00
○木曜日 8:30～19:00
○土曜日 9:30～16:00
※その他の平日 8:30～17:15

【寡婦年金】
第１号被保険者として保険料を納めた期間（免除期間

を含む）が 25 年以上ある夫が亡くなった時に、10年以
上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に
対して 60歳から 65歳になるまでの間、寡婦年金が支給
されます。
※年金額は、夫の第１号被保険者期間だけで計算した老

齢基礎年金額の４分の３。
※亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場

合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給され
ません。

※妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合
は支給されません。

【死亡一時金】
第１号被保険者として保険料を納めた月数（４分の３

納付月数は４分の３月、半額納付月数は２分の１月、４
分の１納付月数は４分の１月として計算）が 36 月以上
ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま
亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺
族(①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟
姉妹の中で優先順位の高い方)に死亡一時金が支給され
ます。
※死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて

120,000 円～320,000 円です。
※付加保険料を納めた月数が 36 月以上ある場合は、

8,500 円が加算されます。
※遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給

されません。
※寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択し

ます。
※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。

市民課（℡33-5612）

ねんきん広報だより

文化祭に出演する団体・個人を募集します。
○期 日 11 月１日(日)・３日(火・祝)
○開催場所 いちき串木野市市民文化センター
○出演時間 １団体、個人・・・・約 10～15 分
○出演条件 ・文化協会未加盟団体・個人の方は、

11月１日(日)の出演となります。
・文化協会加盟団体・個人の方は、
11 月３日(火・祝)の出演となります。

○応募方法 申請書は文化振興課、市民文化センター、い
ちきアクアホールにあります。応募多数の場
合は選考のうえ、決定させていただきます。

○応募締切 ９月 20 日(日)
○問合せ先 いちき串木野市教育委員会

文化振興課文化係
（TEL21-5113）

文化振興課（℡21-5113）

『平成 21 年度文化祭出演団体』の募集について


