
エネルギーや環境問題に挑戦して、エネルギー博士に!

○開催日時

　10月16日(土) 11:00～11:30（先着10人）

　10月17日(日) 11:00～11:30（先着10人）

　※時間は予定です。変更になる場合があります。

○場  所  ～地かえて祭り～会場内メインステージ

○参加料　無料

○対象者　小学生・中学生　

○申込・問合せ

　総合企画(株)☎096-346-1711　担当：池嶋

　　　　　　　E-mail boshu@sohgo-k.co.jp

○期　　日　10月16日(土）

○場　　所  ～地かえて祭り～会場入口

○受付時間　９:00～11:30

　　　　　　12:30～16:00

○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。

　～輝けヤングハート＆ヘルス事業のお知らせ～

　地かえて祭りの献血会場で20歳から39歳までの方

を対象に献血＆健診のイベントを実施します。この

機会に自分の健康をチェックしてみませんか？参加

された方には、抽選で豪華商品が当たる抽選会も行

います。

○内　容　献血を利用した血液検査と同時にライフ

　　　　　スタイル問診・血圧測定・腹囲測定を行

　　　　　います。

○対象者　本市に住所を登録している方で20歳～39

　　　　　歳の方

○参加料　無料（参加者全員に参加賞あり）

○申込・問合せ　串木野健康増進センター

　川薩人材育成センターでは、クリスマスに向けた
プリザーブドフラワー講座を開催します。プリザー
ブドフラワーとは一言で言えば“保存されたお花”
です。花の組織を完全に保ちながらフレッシュなみ
ずみずしさをそのままに長期保存ができます。
○講座名【クリスマスアレンジ】

○場    所  川薩人材育成センター
○受 講 料  各部とも6,000円（材料費込み）
○申込方法　10月25日(月)までに往復はがきで講座
　　　　　　名・希望の時間・住所・氏名・電話番
　　　　　　号を記入のうえ、川薩人材育成センタ
　　　　　　ーへ直接申し込みください。
○申込・問合せ　〒895-0044　薩摩川内市青山町4597　
　　　　　　川薩人材育成センター　☎22-3873　

開 催 日　　　　時    間　　　募集定員

11月24日(水）

午前の部
10:00～12:00

５人

５人
午後の部　
13:30～15:30

　市内の商工業、農林業、水産業等の各業界が一
体となった地かえて祭りを次のとおり開催します。
○日　時　10月16日(土)・17日(日)の２日間
　　　　  　・10月16日(土)　９:00～21:00
　　　　　  ・10月17日(日)　９:00～17:00
○場　所　串木野新港隣接会場(西薩町)
○内 容　味の５番勝負、地元特産品等の展示販
　　　　　売や歌謡ショー、ゴセイジャーショー、
　　　　　エネルギークイズ大会、TUNA引き大会、
　　　　　郷土芸能、巡視船「さつま」の船内見
　　　　　学、薩摩藩英国留学生パネル展、クリ
　　　　　ーンエネルギー自動車の展示・試乗会、
　　　　　など各種イベントの開催
　　　　　（周辺イベント）
　　　　　16日 愛の献血、くしきの花火大会(19:00～)
　　　　　　17日 いちき串木野オールドカーフェスティバル
　　　　　両日　田酒造主催の新焼酎祭り
※ゴミの持ち帰り、マイ箸、マイバッグ運動にご
　協力ください。
※串木野駅と会場を結ぶ送迎バスを、１時間おき
　(８:30串木野駅発)に無料運行(臨時バス停設置)
　します。
○問合せ　いちき串木野づくし産業まつり実行委
　　　　　員会事務局(商工観光課内)



ワクチン接種について

接種スケジュール　　　　　　　　　　　
接種回数について　　※国産ワクチンの場合

接種スケジュール

接種費用・負担軽減について　　※予診票は各医療機関にあります

　今期のインフルエンザワクチン接種は、新型と季節性が一つになった混合ワクチンの接種ができます。

（新型インフルエンザのみの単抗ワクチンもあります）

　昨年は、優先対象者をもうけていましたが、今回は設定がありませんので、医療機関に確認のうえ、

どなたでも受けることができます。ワクチン接種は多くの方に重症化予防というメリットをもたらしま

すが、接種後に腫れや発熱、あるいはごくまれなケースですが、重い症状を引き起こすこともあります。

　これらについて十分ご理解いただいたうえで、個人の判断（任意）により接種をうけてください。

　接種を希望される方は、必ず自分を証明できるもの（保険証等）を持参してください。

　※65歳以上の方は、「65歳以上の高齢者を対象としたインフルエンザ予防接種（新型を含む）」となり

　　ます。

　平成22年10月６日㈬～平成23年３月31日㈭

　優先順位はありませんので、医療機関に連絡のうえ、期間中に接種してください。

　接種の回数は、年齢により異なっています。

・１２歳以下（接種当日に１３歳未満）の方は２回

・１３歳以上の方は１回

※１歳未満の小児については、予防接種によって免疫をつけることが難しいため、新型インフルエンザ

　ワクチン接種は推奨されませんが、医師に相談し有益性とリスクを十分に考慮したうえで接種を行う

　ことは差し支えありません。

下記の方を対象者に新型インフルエンザワクチン接種の実施に伴う接種費用の負担軽減を行います。

対　象　者
接種免除額 自己負担額

①生活保護世帯・非課税世帯（※１）

②１３歳以上６５歳未満の方【課税世帯】

１回目　　　２回目　　　 １回目　　   ２回目

3,600円　　　2,550円　　　　　　 無し

無し　　　　　―　　　　3,600円　　 　 ―　

③１３歳未満の方【課税世帯】（※２） 無し　　　　　2,550円　　 　3,600円　　無し（注）

（※１）0歳～64歳までの方が対象です。

（※２）①に該当しない１３歳未満の者が対象です。1回目に１３歳未満で２回目が１３歳でも該当します。

（注）２回目を１回目と異なる医療機関で接種した場合、　2,550円を越えた金額が自己負担となります。

　生活保護世帯、非課税世帯の方の接種費用は全額免除されますので、下記の場所で発行される証明書【無料】
を接種の際、医療機関へ提出してください。

対　象　者　　　証明書　　　　　　担当課　　　　電話番号　　　　申請に必要なもの

33-5620
21-5117

33-5682
21-5114
35-0014

生活保護世帯 資力証明書

非課税世帯 非課税証明書

福祉課
市来庁舎 市民課

税務課
市来庁舎 市民課
羽島出張所

印鑑

窓口に来られる方の身分証明書等
「運転免許証等」



　65歳以上の高齢者を対象としたインフルエンザ
予防接種を市内の協力医療機関で次のとおり個別
接種として実施いたします。対象となる方には、
個別通知しますので、詳しくは同封されているチ
ラシをご覧ください。
　今回のインフルエンザワクチンは、新型インフ
ルエンザワクチンを含んだ混合ワクチンが使用さ
れます。
　インフルエンザの流行前に、お早めに接種され
ることをお勧めします。

○実施期間　10月６日(水)～平成23年３月31日(木)
○対 象 者　・接種当日に満65歳以上の方
　　　　　　・60歳以上65歳未満であって、心臓、
　　　　　　じん臓もしくは呼吸器の機能または
　　　　　　ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の
　　　　　　機能に障害を有するものとして厚生
　　　　　　労働省令に定める方
○接 種 料　1,000円
　　　　　　生活保護世帯、非課税世帯は減免が
　　　　　　ありますので、通知されたチラシを
　　　　　　見て手続きをしてください。
○そ の 他　接種を希望される方は、予診票と自
　　　　　　分を証明できるもの(保険証等)を持
　　　　　　参し、体調の良い日に接種されるこ
　　　　　　とをお勧めします。

　下記の医療機関で受けられますが、原則として「かかりつけ医」で行います。【予約制となります】

接種場所について　　　　　　　　※　必ず事前にお問い合わせください。　

※長期入院・入所の方で事前申し出があった方に
　は直接、医療機関等施設へ配布しています

※インフルエンザの予防接種は、接種を受ける
法律上の義務はありません。自らの意思で接種
を希望する方のみに接種を行います。

　遺児世帯の福祉の増進を図ることを目的に手当

を支給します。申請方法等は次のとおりです。

○対象者

　　父母の両方が死亡した児童、もしくは生死不

　　明・拘禁等により父母がいない児童

　  ※児童：義務教育終了前の方

○支給を受ける方

　　当該児童と同居して生計を同じくし、かつ養

　　育している方

○支給要件

　　対象者が平成22年10月1日現在、本市に住所

　　を有する方

○金額

　　年額24,000円（ただし、２人目以降１人につ

　　き6,000円を加算）

○申請方法

　　10月29日（金）までに福祉課または市来庁舎市

　　民課窓口に、対象児童及び養育者の世帯全員

　　の住民票及び戸籍謄本を添付のうえ申請。

　　※申請書は福祉課及び市来庁舎市民課にあり

　　　ます。

○その他

　・児童が社会福祉施設（保育所を除く）に入所

　　しているとき、障害児福祉手当を受けている

　　とき、または、養育者が児童扶養手当を受給

　　しているときは支給されません。

医療機関　　　　　　　住所　　　　電話番号　　　　　医療機関　　　　　　　住所　　　　電話番号

市来内科

いとう耳鼻科

えんでん内科クリニック

金子病院

京町内科・脳神経クリニック

串木野内科・循環器科

くしきの宮崎小児科

久米クリニック

知花内科

新山内科医院

野辺ひふ科クリニック

花牟　病院

春田整形外科病院

春田クリニック

冨宿医院

藤井クリニック

ふくもと整形外科・内科クリニック

牧野医院

まきのせ泌尿器科

松尾医院

丸田病院

宮之原循環器クリニック

和田外科医院

大里3869

曙町95

東塩田町35

下名6002

京町43

中尾町72

昭和通134-4

曙町25

日出町69

大里3933

昭和通34

元町190

京町57-1

春日町116

塩屋町100-1

春日町106-1

春日町8

羽島3554

下名6050

京町11

旭町83

春日町60

下名3271

３６-５０００

３３-３３８７

３２-７０００

３３-００１１

３２-２８５５

３３-２２１１

３２-１１６６

３２-７６６３

３２-８１５１

３６-２２５５

３３-０２５０

３２-３２８１

３２-２２００

３２-２８８２

３２-３０２４

３２-８０００

３２-４１４５

３５-００１７

３３-０１２２

３２-５１５５

３２-２２６３

３２-３２４１

３２-４１８５

（５０音順）



初心者でも描ける簡単な絵を添えて手書きの温かみ
ある年賀状を作ります。（はがき・鉛筆・消しゴム）

台紙の型にあわせて綿を入れ、布でくるみ立体感を
出して作る押し絵で、来年の干支『卯』を作ります。
（はさみ・鉛筆・ボンド・手ふき）

可愛い草花を寄せ植えにしておしゃれなクリスマス
リースを作ります。（スコップ・エプロン）

年末の大掃除に庭をきれいにしたい方。造園のプロ
に手入れ法を聞いてスッキリした庭に！（筆記用具）

お客様の多いお正月にぴったりのおもてなし料理と
美しい盛り付け方を学びます。(エプロン・三角巾)

簡単に作れる植木鉢タイプの門松です。玄関口に飾
ってお正月を迎えましょう！（スコップ・エプロン）

新年を迎えるための華やかな洋風のフラワーアレン
ジメントです。（花ばさみ・持ち帰り用の袋）

【講座案内】

絵手紙の年賀状

庭の手入れ法

門松作り

10:00～
 12:00

19:00～
 21:00

9:30～
 11:30

10:00～
 12:00

10:00～
 12:00

9:30～
 12:00

10:00～
 12:00

10:00～
 12:00

1回

3回

3回

1回

1回

1回

1回

1回

15人

20人

20人

15人

15人

20人

15人

15人

【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　10月27日（水）までに、来館または電話で働く女性の家へ申し込みください。
　 　　　　（受付時間：火曜～土曜、9:00～17:00、月曜日は休館。）
○託　児　昼間の講座については、託児をします。（満２歳以上～未就学児、申し込み時に届出をして
　　　　　ください。）

　市民のみなさまの多数のご参加・ご声援をお願
いします。
○日　   時　10月24日(日) 8：45　開会式
○場   　所  市来体育館　
○試合方法　個人戦
　 　　      種目（クラス）
　　       　・混合ダブルス（初級・中級・上級）
　　　       ・男子ダブルス（初級・中級・上級）
　　　       ・女子ダブルス（初級・中級・上級）
　　　　　　※初級は、バドミントン経験の浅い方
○参加資格　市内に居住、勤務もしくは在学する
　　　　　　中学生以上の方または市内のバドミ
　　　　　　ントンクラブに加入している方
○参 加 料　一人一種目　1,000円（高校生以下500円）
　　　　　　※参加料は、当日徴収します
○申 込 み　10月19日(火)まで
○問 合 せ　バドミントン協会事務局
　　　　　　（総務課情報政策係 大井　☎33-5633）
　　　　　　（選挙管理委員会　 野元　☎21-5125）

○日    時　11月７日(日) ９：27スタート

○場    所　鹿児島シーサイドゴルフ倶楽部

○参加資格　本市在住または市内事業所に勤務す

　　　　　　る方

○参 加 料　2,000円（プレー代は各自負担）

○申込締切　10月30日(土)まで

○申込・問合せ　いちき串木野ゴルフ協会事務局

　　　　　　　　西上原（☎32-0190）まで

　いちき串木野市各種婦人団体連絡協議会主催の

善意バザーが開催されます。

　バザーの売上金は、市内各小・中学校の図書購入

費や福祉活動へ寄贈されます。

　市民の皆様の多数のご来場をお待ちしています。

○日　時　10月24日(日)９：00～12：00

○場　所　いちきアクアホール

　

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

11月10日(水)

11月11日(木)・
18日(木)・25日(木)

11月13日(土)

11月12日(金)・
19日(金)・26日(金)

11月17日(水)

12月3日(金)

12月11日(土)

12月28日(火)

干支の押し絵
（夜講座）

干支の押し絵
（午前講座）

寄せ植えの
クリスマスリース

お正月の
おもてなし料理

迎春のフラワー
アレンジメント



　今年度のいちき串木野市自主文化事業は、市制
施行５周年記念として、鹿児島県出身の歌手島津
悦子さんによる歌謡ショーを実施いたします。
　１部では、津軽三味線奏者　　裕士さんの演奏
もあります。ぜひ、ご来場ください。
○日  時  12月19日(日)
　　　　　開場18：30／開演19：00
○場　所  市民文化センター
○料　金　前売券　大人1,500円　中学生以下1,000円
　　　　　当日券　大人2,000円　中学生以下1,500円
○チケット販売  
〈販売所〉文化振興課・市民文化センター・いちきア
　　　　クアホール・タイヨー串木野店・プラッセ
　　　　だいわ駅前店・Ａコープ串木野店・Ａコー
　　　　プ大里店　

　　　　　

　いちき串木野市文化祭を次により開催します。
　入場は無料です。多数のご来場をお願いします。
○芸能発表  10月31日(日)・11月３日(水)
　　　　　　市民文化センター
○作品展示　10月30日(土)～11月３日(水)
　　　　　　いちきアクアホール・市民文化セン
　　　　　　ターホワイエ(生け花・盆栽)・ドリー
　　　　　　ムセンター（絵画）など
＜作品展示の募集について＞
○応募方法 文化振興課、いちきアクアホール、市
　　　　　　民文化センターに置いてある出品申
　　　　　　請書を10月21日(木)までに提出して
　　　　　　ください。

　青年海外協力隊・シニア海外ボランティアは、独
立行政法人国際協力機構（JICA）が実施する事業で、
開発途上国等の人々と共に働きながら、国づくり
に貢献する海外でのボランティア活動です。
　平成22年度秋募集を11月８日（月）まで実施する
にあたり、次の日程で説明会が開催されます。
【青年海外協力隊】
　・鹿児島市勤労者交流センター会場
　　　　（JR鹿児島中央駅前　ダイエー内）
　　　日時：10月22日(金) 19：00～
　・かごしま県民交流センター会場
　　　日時：10月30日(土) 14:00～
【シニア海外ボランティア】
　・鹿児島市勤労者交流センター会場
　　　　（JR鹿児島中央駅前　ダイエー内）
　　　日時：10月19日(火) 18：30～
○問合せ  JICAデスク鹿児島(☎099-221-6624)
         　(㈶鹿児島県国際交流協会内)

　メタボリックシンドロームという言葉にドキッ
とする方、最近ちょっとお腹周りが気になってき
たという方に必見！！
　健康運動指導士の中村美奈子先生が、個人のペ
ースにあった運動を紹介します。ぜひ、ご参加く
ださい。
○日時・内容

　※全４回コースになります。

○場  　所　いちきアクアホール
○対 象 者　市内に居住の30歳から64歳までの方
　　　　　　で運動が可能な方
○募集人員　先着25人
○参 加 料　無料
○申込締切　10月25日（月）
○申 込 み　健康増進課保険給付係まで電話で申
　　　　　　し込みください。
※持病のある方は、主治医に相談のうえ申し込みください。

○講  座 名　おもしろパソコン塾「わくわく楽し
　　　　　　いエクセル」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
　　　　　　・我が家の金庫番！簡単家計簿作り等
○日　  時　11月9日（火）・16日（火）・30日（火）
　　　　　　12月7日（火）・14日（火）・21日（火）
　　　　　　　　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ィ     
　　　　　　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　10月22日（金）

へ る しー

回数　　　期  日　　　　　　　　　内  容

内臓脂肪燃焼エクササイズ
・内臓脂肪燃焼に効果的な運動

栄養指導講話と簡単筋トレ
・内臓脂肪を減らす食生活のポイント
・簡単筋力トレーニング

ウオーキングと簡単筋トレ
・ウオーキング指導
・リンパマッサージ

有酸素運動と簡単筋トレ
・運動の復習

11月4日(木)
19：00～21：00

11月11日(木)
19：00～21：00

11月18日(木)
19：00～21：00

11月25日(木)
19：00～21：00

１

２

３

４



○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  

　・世帯の月額所得が158,000円以下であること

　・同居する家族がいること

　・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

  公 募 住 宅  10月５日(火)～10月14日(木)

○抽選日

　公 募 住 宅

  　◎荒川住宅・金山住宅・森木住宅

　　　10月19日(火)10:00～  串木野庁舎２階会議室

    ◎佐保井住宅

      10月19日(火)14:00～  市来庁舎１階会議室

※荒川住宅については、応募者多数の場合、小学生以下

　の子どものいる世帯を優先的に取り扱います。

○入居予定日  11月１日(月)

○申込・問合せ  

　・市来庁舎 都市計画課　建築係

　・串木野庁舎 土木課 分室係（☎33‐5679）

 県民に対して建築・住宅に係る適切な情報を提供

する「’10かごしま住まいと建築展～やさしい住ま

いとみんなのまち～家族・楽しく・エコ住まい」を

次のとおり開催します。

○日  時  10月29日(金)～31日(日)  10：00～17：00

○場  所  かごしま県民交流センター

         （鹿児島市山下町14番50号）

○入場料  無料

○問合せ  県庁住宅政策室 ☎099-286-3738

○家　　賃　入居世帯の所得に応じて次のとおり

○入居基準（主なもの）
　・持ち家がないこと
　・世帯の月額所得が200,000円以上601,000円未
　　満であること
　・同居する家族がいること
　・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
  公募住宅  10月５日(火)～10月20日(水)
○抽選日
　◎特公賃ウッドタウン
　　10月25日(月)10：00～　串木野庁舎２階会議室
○入居予定日　11月中旬～下旬
○申込・問合せ
　・市来庁舎　都市計画課　建築係
　・串木野庁舎　土木課　分室係（☎33-5679）

　花かごしま2011の運営をサポートしてくださる
ボランティアを広く募集しています。
 九州新幹線鹿児島ルートの全線開通にあわせ全
国から多くの方が来場されることが予想されます。
　来場者の方々を温かく迎えてみませんか。
 詳しくは「花かごしま2011」の公式ホームペー
ジをご覧いただくか、次までお問い合わせくださ
い。
○開催期間　平成23年３月18日～５月22日の66日間
○募集期間  11月８日（月）まで
○応募条件 ・平成23年４月１日現在で15歳以上
　　　　　　　(高校生以上の方)
　　　　　　・開催期間中に５日程度活動できる方
○問 合 せ　第28回全国都市緑化かごしまフェア
　　　　　　実行委員会事務局  ☎099-286-2873
※インターネット検索　(花かごしま2011)

建設年度

募集戸数
住　宅　名

公
　
募
　
住
　
宅

構造・設備 備　考

荒川住宅

(荒川小学校近く)

平成16年度

１戸

木造平屋建

３LDK・水洗トイレ

単身入居

不可

金山住宅
(旭コミュニティ

近く)

平成元年度

１戸

木造平屋建

３DK・水洗トイレ

単身入居

不可

佐保井住宅
(Aコープ大里店

近く)

昭和51年度

１戸

簡耐２階建

３DK・汲み取り

単身入居

不可

森木住宅
(羽島郵便局近く)

昭和41年度

１戸

簡耐平屋建

３K・汲み取り

単身入居可

（60歳以上）

ウッドタウン
（脳神経外科
センター
近く）

平成10年度

1戸

月額所得　　　　　　　　家賃（月額）

住宅名 建設年度
募集戸数

構造・設備 備考

公

募

住

宅

単身入居

不可

木造２階建

３LDK・水洗ﾄｲﾚ

200,000円以上 322,000円未満　　　　50,400円

322,000円以上 445,000円未満　　　　55,100円

445,000円以上 601,000円未満　　　　59,900円



　12月５日(日)に開催される「いちき串木野市ふれ
あいフェスタ」において、農産物品評会を行います。
　対象は、市内居住者が市内で生産した農産物等
です。
　農産物の管理にご留意され多数の出品をお願い
します。
　なお、農産物の規格等については、11月に広報い
たします。
○農産物品評会出品物搬入日時（予定）
　12月４日(土)  ９:00～12:00
○場所　いちきアクアホール駐車場特設テント
※出品者には、抽選で農業器具等の景品が当たります。
　　　　　

　いちき串木野地区交通安全協会主催による交通
安全法令講習会が開催されます。
　ドライバー、高齢者など地域住民の方々を対象
に交通ルール、マナー、道路の正しい歩き方など
についての講習会です。多数のご参加をお願いし
ます。
　詳しくは、地区交通安全協会（☎32-6668）へお
問い合わせください
○期日・会場

　10月18日(月)から24日(日)までは、“秋の行政相
談週間”です。
　これにちなんで、本市担当の行政相談委員によ
る行政相談所が開設されます。
　行政機関に対する苦情、意見、要望などについて
相談に応じます。相談は無料です。お気軽にご相談
ください。
○日　　時　10月22日(金) ９：00～12：00
○場　　所　串木野高齢者福祉センター
○相談委員　東　節代・　重　涼子

　国土交通省では、概ね5年毎に、全国一斉に自動
車の利用状況を調べるための「道路交通センサス」
を実施しており、今年がその調査実施年度にあた
ります。
　この調査は、自動車をお持ちの皆様にその利用
実態をおたずねし、将来の交通計画を立てるため
の基礎資料を得ることを目的としています。
　国土交通省が管理している平成22年６月末現在
の自動車登録情報より、調査対象車両を無作為に
現在選定中です。つきましては、調査対象車両とし
て選定されましたら、10月中旬頃から調査員がお
伺いし、調査内容を説明させていただきますので、
アンケートにご協力くださいますようお願いします。
　なお、ご記入いただきました内容は、統計的に処
理を行い、調査の目的以外には使用いたしません。 
　また、調査により得られた個人情報、調査票につ
いては、調査終了後に国土交通省が責任をもって
処分いたします。
○問合せ　鹿児島国道事務所 調査課 ☎099-216-3854

10月13日（水）　冠岳コミュニティセンター
10月14日（木）　市 民 文 化 セ ン タ ー
10月15日（金）　生福コミュニティセンター
10月18日（月）　勤 労 青 少 年 ホ ー ム
10月19日（火）　荒川コミュニティセンター
10月20日（水）　羽島コミュニティセンター
10月21日（木）　旭コミュニティセンター
10月22日（金）　交 通 安 全 協 会
10月25日（月）　川 北 地 区 公 民 館
10月26日（火）　市 来 地 域 公 民 館
10月27日（水）　川 上 ふ れ あ い 館

期　　日　　　　　　講　習　会　場

※時間は全て午後７時30分からです

学    校

自動車工学科　　　 20人

機械整備科　　　　 10人

金属加工科（前期） 20人

室内造形科　　　　 20人

建築工学科　　　　 20人
県立宮之城高等技術専門校

県立吹上高等技術専門校

募  集  科  目 募集
人員

　平成23年度の技術・技能の習得を目的とした入校
生を募集します。

○募集資格　高等学校卒業(見込み)の方、もしくは同
　　　　　　等以上の学力を有すると認められる方
○募集期間  10月22日(金)まで
○試 験 日  11月８日(月)
○選考方法  筆記試験（国語・数学）、面接
・応募書類は県内各中学校、高等学校、職業安定所、
　各専門校ホームページにあります。
・詳しくは、各専門校にお問い合わせいただくか、各
　専門校ホームページをご覧ください。
○問 合 せ 県立吹上高等技術専門校 ☎099-296-2050
        　　県立宮之城高等技術専門校 ☎0996-53-0207

市民の皆様のご来場をお待ちしております。
○日時  10月11日(月・祝)  ９:30～12:00
○場所  市民文化センター
○内容  ・オープニングアトラクション
          (虫追踊・さのさ踊り・シルバー音楽教室)
　　　　・記念ビデオ上映
        ・記念式典
        ・記念講演（料理研究家 程一彦氏）



　従来のテレビ放送（地上アナログ放送）は、来年

７月で終了します。総務省テレビ受信者支援セン

ター（デジサポ）では、現在地上アナログ放送をご

覧の皆様を対象に、地デジ相談会及び地デジを体

験できる説明会を次の日程で開催します。事前の

申込みは必要ありません。

○日程

【10月26日(火)】

　相談会　10:00～16:00　串木野庁舎（ロビー）

　説明会　14:00～15:00　　　〃 （地下大会議室）

【10月27日(水)】

　相談会　10:00～16:00　串木野高齢者福祉センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ロビー）

　説明会　14:00～15:00　　　〃      （会議室）

【10月28日(木)】

　相談会　10:00～16:00　市来ふれあい温泉センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ロビー）

　説明会　14:00～15:00　　　〃      （和室）

※「住んでいる地域は地デジが映るのか？」「地デ

　ジはどうしたら観られるのか？」など様々な疑

　問にお答えしますので、お気軽にご参加ください。

☆高齢者向け戸別訪問

　高齢の希望者には、お宅を訪問して地デジのア

ドバイスをする戸別訪問制度があります。登録さ

れた地デジサポーター（電器店等）が伺います。

　※デジサポの地デジ支援は無料です。地デジ詐

　　欺にご注意ください。

☆地デジ相談電話（※年中無休で受け付けています）

　・総務省地デジコールセンター　☎0570-07-0101

　・デジサポ鹿児島相談専用電話　☎099-833-2020

　 平日：9:00～21:00　土・日・祝：9:00～18:00

○説明会・相談会にかかる問合せ

　総務省テレビ受信者支援センター（デジサポ鹿児島）

　☎099-812-8001

　羽島地区におきましては、地上デジタル放送の

受信環境が安定しない等の状況があり、受信障害

が多数発生しております。

　この受信障害を解消し、テレビを良好に視聴で

きるようにするため、羽島中継局が整備されるこ

ととなりました。

　開局時期等につきましては、詳細が分かり次第、

広報紙等でお知らせいたします。

○問合せ  総務課情報政策係

【年金受給権者の死亡】

　年金を受ける権利は、本人が死亡するとなくな

りますので、年金を受けている方が亡くなられた

ときは、「死亡届」の提出が必要です。この届出が遅

れますと、年金を多く受け取り過ぎて、後で返さな

ければならなくなることもありますので、ご注意

ください。

　なお、亡くなられた方がまだ受け取っていない

年金があるときは、生計を同じくしていた遺族の

方からの請求によって、その年金が支払われます。

　請求できる遺族の範囲・順位は、年金を受けてい

た方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた、

配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。

【老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ】

　老齢基礎年金の支給開始年齢は原則として65歳

ですが、65歳前に繰上げて減額された年金を受け

ることができます。ただし、支給を繰上げた場合、

生涯減額された年金を受けること、障害基礎年金

を請求できなくなることなど、注意が必要です。

　また、66歳以降に老齢基礎年金を受けはじめる

繰下げの場合は、年金額が増額されます。

次のとおり、特設人権相談所が開設されます。

○開 設 日　10月15日（金）

○開設時間　10：00～15：00

○開設場所　市来高齢者福祉センター

○相 談 員　いちき串木野市人権擁護委員

相談は無料で、秘密は守られます。お気軽にご相談

ください。

　９月１日現在調製の海区漁業調整委員会委員選

挙人名簿の縦覧を行います。

　なお、名簿に登録されなければ選挙時に投票が

できません。この機会に登録されているか確認し

てください。

○縦覧期間　10月20日(水)～11月3日(水)

○縦覧時間　８：30～17：00

〇縦覧場所　選挙管理委員会事務局（市来庁舎１階）

※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

あなたの一票が未来をつくる。

～20歳になったら選挙に行きましょう～



　串木野駅前駐車場の管理は指定管理者東洋ベンディング（有）が行っていますが、連絡先が変更となり

ましたので、お知らせいたします。駐車場の定期券購入や更新の際など、指定管理者を訪問する場合は

場所をご確認のうえ、訪問されますようお願いいたします。

○移転先  いちき串木野市西薩町17-32

　　　　　☎32-0190  FAX33-1907

※電話番号とＦＡＸは今までとおり変更ありません。

◆事例１　パワーウインドウに右手中指を挟み指先を欠損した。挟み込み防止機能が
　　　　　指を感知できないのは問題ではないか。(当事者：女児１歳)
◆事例２　乗用車の後部座席に乗って、窓から頭を出していた際に、運転手がそれに
　　　　　気づかず窓を閉めたために首を挟まれた。(当事者：女児３歳)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜ひとことアドバイス＞
☆多くの乗用車には、閉まる窓ガラスと車体の間に異物が挟まるとパワーウインドウ
　が反転する挟み込み防止機能が付いています。しかし、パワーウインドウに挟まれ
　て重症を負う事故が、10歳未満の子どもに多く起きています。
☆原因としては、「挟み込み防止機能がすべての窓に付いているとは限らない」「開閉ス
　イッチを引き続けたときには挟み込み防止機能が働かないものがある」といった車
　種による機能の差があります。購入の際はこれらも検討材料としたり、取扱説明書
　を読んで操作を理解したりしておく必要があります。
☆パワーウインドウを操作するときは、必ず同乗者の状況を確認してから操作しまし
　ょう。
☆子どもが同乗する際は、パワーウインドウのロックスイッチを活用し、低年齢の子
　どもにパワーウインドウを操作させないようにしましょう。



※回答がお済みでない場合や、万一、調査票が届いていない場合は、国勢

　調査いちき串木野市実施本部（市役所内）にご連絡ください。

○国勢調査コールセンター

　設置期間：９月11日～10月31日      【電話】0570-01-2010

　受付時間：８：00～21：00     　　　全国どこからでも市内通話料金でご利用になれます

　　(土・日・祝日も利用できます)　　【ＰＨＳ・一部のＩＰ電話】03-6738-6677
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＰＨＳ・一部のＩＰ電話の場合、所定の料金となります
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