
　次に該当する方は、９月30日（木）までに市民課市

民係（串木野庁舎・市来庁舎）へ申請すれば、子ど

も手当を４月分から受給することができます。

・児童手当を受給していない方で、中学生以下の子

　どもを養育している方

・児童手当を受給していた方で、新たに子ども手当

　の対象となる子ども（中学２年生、中学３年生）

　を養育している方

※申請忘れのないよう、手続きをお願いいたします。

　次の施設を平成23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秀栄ドーム（担当課：市来庁舎市民課 ☎21-5117）

　②冠嶽園（担当課：文化振興課 ☎21-5113）

○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　９月６日（月）～９月22日（水）

○申請受付　　　９月16日（木）～９月22日（水）

※募集要領等詳しくは担当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。

　文化祭に出演する団体・個人を募集します。

○期　　日  10月31日(日)・11月３日(水・祝)

○開催場所  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(10月31日)

　　　　　　文化協会加盟団体、個人(11月３日)

○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19日(日)

○問 合 せ　いちき串木野市教育委員会

　　　　　　文化振興課文化係

○期    日  ９月16日（木）

○場　　所　市民文化センター

○受付時間　９：00～16：00

○献血年齢　18歳から69歳まで（400ml献血）

※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。予めご了

　承ください。

【マジック(手品)教室】

　マジック (手品)についての基礎知識と技能の習得

をねらいとした初心者対象の手品教室を開催します。

○日時  10月6日(水),13日(水),20日(水),27日(水)

　　　　 11月2日(火),11日(木) 

　　　　　　計６回（全日９:30～11:30）

○場所  市来地域公民館

○定員　10人程度

※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。

【男性料理教室】

　料理の基礎を学ぶ男性向けのやさしい料理教室を

開催します。

○日時  10月9日(土),23日(土),11月6日(土),

　　　　11月20日(土),12月4日(土),18日(土)

　　　　計６回（全日９:30～12:00）

○場所  中央公民館調理室

○定員  15人

※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。�

○申し込みについて（両教室とも）

　社会教育課、中央公民館、いちきアクアホールの

申込書に記入のうえ、申込期限までに提出してくだ

さい。

○申込期限  ９月17日(金)

※定員を超えた場合は抽選となり、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。



【募集要項】

　○対　象　市内に居住または勤務している女性を優先し、男性の方も受講できます。　　　　

　○受講料　無料（ただし材料費実費負担）

　○申込み　9月25日（土）までに、来館または電話で働く女性の家へお申込みください。

　　　　　 〈受付時間：火曜日から土曜日の９:00から17:00まで（月曜日は休館）〉

　○託　児　昼間の講座受講時間内の託児をします。

　　　　　　（満２歳以上から未就学児まで・申込み時に届出で保険料が必要です）　

○講 座 名  おもしろパソコン塾「わくわく楽しい

　　　　　　ワード２」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

           ・誕生日カード，プロ顔負け!?簡単チ

　　　　　　　ラシＰＯＰ作りなど

○日    時 ９月28日(火)・10月５日(火)・

　　　　　　12日(火)・19日(火)・26日(火)・

　　　　　　11月２日(火)  計６回

　　　　　　　全日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（☎・FAX33-5655）

                受付時間９:00～17:00

○申込期限  ９月16日(木)

〇募集対象　市内に居住する小学４年生以上の小

　　　　　　中学生の男女

〇日    時　10月１日（金）～12月24日（金）

　　　　　  毎週金曜日　17:30～19:00　計12回

〇場    所　市来体育館

〇募集定員　30人（定員になり次第締切）

〇参 加 料　5,000円（保険加入料等）

〇申込期限　９月25日（土）まで（期限厳守）

〇申 込 み　市来体育館（☎36-2881）

　　　　　 （指定管理者：㈱日本水泳振興会）

〇募集対象　市内に居住する幼児（年中・年長）及

　　　　　　び小学１年生から小学３年生の男女

〇日    時　10月２日（土）～12月25日（土）

　　　　　 （幼　児）14:00～15:00

　　　　　 （小学生）15:30～16:30

　　　　　　毎週土曜日　　計12回

〇場　　所　Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館

〇募集定員　各20人（定員になり次第締切）

〇参 加 料　5,000円（保険加入料等）

〇申込期限　９月25日（土）まで（期限厳守）

○申 込 み　Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎32-8994）

　　　　 　（指定管理者：㈱日本水泳振興会）

■後期講座

講 座 名　　　�期　日�　　時 間�　定員�　回数�　　　　講 座 内 容 (用意するもの)�

ジャズダンスのリズムに合わせてストレッチを
して楽しく健康に！（シューズ・タオル）

無理をしないように体をほぐし心と体をリフレ
ッシュ！（マットか大きめのバスタオル）

発声を基礎から学び、みんなで仲良く楽しく
歌ってストレスを解消し、健康になりましょう！ 

ス ト レ ッ チ
ジャズダンス

10/1～12/3
毎週金曜日

10/2～12/4
毎週土曜日

10/7～2/17
第1・3木曜日

リフレッシュヨガ

コ ー ラ ス

15:30～
16:30

10:30～
11:30

14:00～
16:00

15人

20人

15人

10回

10回

10回

■いきいき女性講座

エコクラフト（紙紐）を使っておしゃれな手さ
げバッグを作ります。（はさみ、洗濯バサミ）

足裏を刺激して病気の原因の自律神経系とホル
モン系の乱れを調整します。（タオル）

猛暑で荒れた肌をマッサージして血行を良くし
毛穴洗浄で老廃物を取ります。（タオル）

エコクラフト
11/2・11/9
火曜日

11/18・11/25
木曜日

11/20
土曜日

リフレクソロジー

フ ェ イ シ ャ ル
マ ッ サ ー ジ

14:00～
16:00

10:00～
12:00

14:00～
16:00

15人

20人

10人

２回

２回

１回



　体験ツアーの参加者を募集します。多数の応募

をお待ちしています。

○開催日　10月16日(土)・17日(日)

○参加料　無料

　　　　　(往復バス代・見学料・昼食代も無料です。)

○コース及び募集人員

　☆10月16日(土)･17日(日) ９:00～16:00（予定）

　　(各日とも定員40人)

　　地かえて祭り会場内九電ブース前集合(9:00まで)

　☆コース＝川内原子力発電所展示館（発電所見

　　学もあり）ほか市内一円

　　※参加される方は、「公的身分証明書（運転

　　　免許証など顔写真付き）」が必要となります。

○申込締切　９月24日(金)（定員になり次第締切）

○申込・問合せ　商工観光課

○開催日時　10月16日（土）・17日（日）

　　　※１時間程度　１日４回開催（土・日で工作キ

　　　　ットの内容が異なる場合があります。）

　　　　１回目　 9:30～(定員10組20人)両日とも

　　　　２回目　11:00～(定員10組20人)両日とも

　　　　３回目  13:30～(定員10組20人)両日とも

　　　　４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　小学生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13日(水)（定員になり次第締切）

○申込・問合せ　商工観光課

○日　 時  ９月18日（土） 17：30～ 

○場   所  国民宿舎吹上浜荘

○内　 容　ダンスイベントやバンド演奏のほか、

　　　　　 食べ放題屋台村（三大カツほか）等

○参加費　当日券 2,500円（前売り券 2,000円）

○問合せ　いちき串木野商工会議所青年部　☎32-2049　

　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、予選が２分程
　　　　　　度、ファイナルが５分程度。
          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16日(土)
　　　　    ・予      選　16:00～17:00
　　　　    ・ファイナル　17:40～18:20
○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24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

　鹿児島くすのきの会では、クレジットやサラ金
あるいはヤミ金等で困った方々の相談に応じるた
めに弁護士・司法書士が次のとおり無料相談会を
開催します。
○相談期間　９月13日(月)～18日(土)　　　　　
　　　　　　13:00～17:00
○電話相談　☎099-227-0102へ相談期間中にお電
　　　　　　話ください
○相談面談　相談期間中に直接次の場所へお越し
　　　　　　ください
　　　　　　①鹿児島くすのき会事務所　
　　　　　　 鹿児島市山下町12-12　一二三ビル
　　　　　　　201号
　　　　　　②県内各弁護士・司法書士事務所
　　　　　　※訪問前に鹿児島くすのきの会事務所
　　　　　　　(☎099-226-1725)に電話し、近く
　　　　　　　の弁護士・司法書士の紹介を受け
　　　　　　　てください
○問 合 せ　森弁護士事務所(鹿児島市)
　　　　　　(☎099-225-1800)
　　　　　　下野司法書士事務所(志布志市)
　　　　　　(☎099-472-2537)

〇試験の種類 甲種、乙種（第１類～第６類）及び丙種
〇受付期間  ９月22日(水)～10月４日(月)
　　　　　　　　※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21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
　　　　　　　◎受験準備講習会（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。



【ご存知ですか？障害基礎年金】

　国民年金の加入中等に初診日がある病気やケガ

などで障害の状態になったとき、障害認定日（初

診日から１年６か月を経過した日またはその期間

内に症状が固定した日）において、障害等級の１

級または２級に該当した場合は、障害基礎年金を

受けることができます。

　ただし、初診日の前日において、初診日の属す

る月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料

納付済期間と免除期間（若年者納付猶予期間・学

生納付特例期間を含む）を合わせた期間が３分の

２以上必要となります。（初診日が平成28年３月

31日以前にあるときは、特例として初診日の前々

月までの直近の１年間に保険料の未納がなければ

よいことになっています。）

　なお、20歳前に初診日のある病気やケガによっ

て障害の状態になった方は、障害等級の１級また

は２級に該当すれば20歳から（障害認定日が20歳

以後の場合は、障害認定日から）受給できます。

ただし、この場合本人に一定額以上の所得や他年

金の受給がある場合、支給が制限されます。

※詳しいことは、川内年金事務所または市役所年

　金担当までお問い合わせください。

　　川内年金事務所　　　☎22-5276

　　市民相談係年金担当  ☎33-5612

　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(火)～10月19日(火)

　　 （10日間：延べ41時間・土・日・祝日休み）

○募集人員  20人

○締め切り  ９月22日(水)　

○受講料及びテキスト代  無料

　道具(剪定ハサミ、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

　　☎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

　いちき串木野市では、臨時用務員を募集します。

　応募される方は、履歴書を串木野庁舎総務課も

しくは市来庁舎市民課に提出してください。詳し

くは、教育委員会総務課（☎21-5126）にお問い

合わせください。

○募集人員　１人

○仕事内容  学校用務全般

○募集期間　９月17日（金）まで

○勤務場所　荒川小学校

○勤務時間　８：15～17：00

○勤 務 日　月～金（週５日）

○雇用期間　平成23年３月末まで（延長予定有）

○勤務開始日　平成22年10月から

　本市は川内原子力発電所に隣接していることか

ら、市内に工場・店舗・事業所等を新設または増

設し、雇用増があった企業に対して、電気料金を

割引く給付金が受けられます。交付要件は次のと

おりで、原則８年間給付されます。

○対象企業 平成21年10月1日以降に新設または増

　　　　　　設した事業所

○交付要件　①電力契約（産業用途）の新設また

　　　　　　　は増設があること。

　　　　　　②雇用者が３人以上増加すること。

　　　　　　③製造業においては、設備投資額が

　　　　　　　新設1,000万円・増設500万円以上

　　　　　　　であれば特例給付金の支給対象と

　　　　　　　なります。

○申請時期  ９月下旬

○問 合 せ　申請方法など詳細は政策課企業立地

　　　　　　係にお問い合わせください。

　｢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82.7％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。



◆事例１
　　２階で５歳と４歳の兄弟が遊んでいたところ、兄がゴミ袋に入ってい
　る紙くずにライターで火をつけ、火災になった。祖父は２階の別室、祖
　母と妹は１階にいたので気づくのが遅れた。
◆事例２
　　母親と長男（３歳）がテレビを見ている最中、同じ部屋にいた次男（１
　歳）が、洋服ダンスから引っ張り出した衣類にライターで火をつけ火災
　になった。
◆事例３
　　深夜１時頃、母親と５歳と２歳の兄弟が寝室で就寝中に、長男が一人
　で起き出し、台所にあったライターで新聞紙に火をつけて遊び、火災に
　なった。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜ひとことアドバイス＞
☆東京消防庁管内における2006年から３年間に発生した「子ども（12歳以下）の火遊びが原因の火災」
　をみると、出火時に保護者や13歳以上の兄弟が付近にいたケースが３分の１以上もありました。
☆男女別でみると男児が９割を超えています。
☆火遊びをしていた子どもが５歳以下の場合、周囲の人も含めた死傷者の発生割合が高く、火災１件当
　たりの死傷者数も多くなっています。
☆原因はライター、マッチによるものが圧倒的に多くなっています。ライター、マッチ等は子どもの目
　に触れず手の届かない場所で施錠して厳重に管理しましょう。保護者は隠したつもりでも子どもが持
　ち出して火遊びし、火災になった例が多くあります。 

上下水道課（☎21-5158）

　市道須納瀬・迫線及び、市道郷之原潟下線
（須納瀬交差点付近）において、下水道工事
を行ないます。
　市道須納瀬・迫線におきましては全面通行
止め、市道郷之原潟下線におきましては片側
交互通行となりますので、通行の際は十分注
意してください。
　工事の期間中大変ご迷惑をお掛けいたしま
すが、市民の皆様のご協力をお願いいたしま
す。
○工事期間  ９月13日（月）～
　　　　　　　平成23年1月14日（金）
○工事時間  ８：30～17：00

学業および就労中断者相談事業について
○対 象 者 　・15歳から40歳まで  ・当事者および家族　・不登校，学校中退，ニート，フリーター  等
○相 談 室  鹿児島市・鹿屋市・指宿市　○相談予約  若者サービスステーション『かごしま静活館』  ☎0120-54-1635
※国費による６か月の合宿型職業訓練施設(指宿市)も利用できます。詳しくはお問い合わせください。
※ＨＰ：http://www2.synapse.ne.jp/seikatsukan/
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