
　日本脳炎予防接種については、国からの通知に
より、平成17年度から積極的な勧奨が見合わせら
れていましたが、厚生労働省の検討会の結果によ
り平成22年度から新ワクチンでの予防接種を３歳
児に対して個別通知しています。
　日本脳炎の予防接種は、１期(３歳～７歳半未満)
に３回の接種を行い、２期(９歳～13歳未満)に1
回の接種を行います。
　今回、厚生労働省より、個別通知がなく接種機
会を逃した年齢の方(平成７年６月１日～平成19
年４月１日生れ)に対して、接種の機会を設ける
ため特例措置がとられ、１期３回と２期１回の未
接種回数分を接種できるようになりました。また、
７歳半から９歳までの年齢の方についても、接種
ができるようになりました。
　対象年齢の方は、母子手帳の予防接種欄で接種
状況を確認し、接種希望をされる方は、串木野健
康増進センターまでご連絡ください。
　また、すでに予診票を配布されている方も、接
種状況を確認して、医療機関に予約をしたうえで
接種をしてください。
○対 象 者　平成7年6月1日～平成19年4月1日ま
　　　　　　でに生まれた方
○接種回数  １期３回、２期１回の未接種回数分
　 （※２期の１回については、９歳以上が対象）

 【日本脳炎の標準接種年齢】
 ・１期初回
　　３歳(１回接種後６～28の間隔で２回目を接種)
 ・１期追加　
　  ４歳(２回目接種後１年経過で３回目を接種)
 ・２期 　９歳(小学４年生時１回)

○対象者  市内小学生30人
○日　時　７月26日(火)　９:30～13:00
○場　所　串木野高齢者福祉センター（集会室）
○内　容  ①非常炊き出し体験    ②折り紙教室
　　　　� ③疑似体験(高齢者、車椅子、アイマスク)
　　　　 �④デイサービスでふれあい交流
　　　　　⑤昼食(非常炊き出しの試食)
          ⑥ふりかえり
○申込み ７月20日(水)までに電話またはＦＡＸ
　　　　　(32-4094)で社会福祉協議会内いちき
　　　　　串木野市ボランティアセンターへ

　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18日(月・祝)
　　　　　午前６時30分より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、最寄り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。

　麻しん風しん予防接種（第４期）については、高
校３年生相当年齢(平成５年４月２日～平成６年
４月１日生まれ)を対象に接種をおこなっていま

すが、修学旅行や学校行事としての研修旅行で海

外に行くなど特段の事情がある場合は、高校２年

生相当年齢(平成６年４月２日～平成７年４月１
日生まれ)の方も接種が可能となりました。それ
以外の方については、平成24年４月１日以降の接
種となります。
　条件にあてはまり、接種を希望される場合は、
串木野健康増進センターまでご連絡ください。
　また、麻しん風しん予防接種第２～４期、２種
混合予防接種の予診票をお持ちで、接種をしてい
ない方は、早目の接種をしてください。
※対象年齢以外での接種は、全額自己負担となります。



　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14日(木)から26日(火)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月20日号に掲載)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、次の切り替えも同時に行います。お持 

　ちの方は保険証と世帯主の印鑑をご持参ください。

　○国民健康保険限度額適用認定証（橙色）

　○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

　毎年７月は、“社会を明るくする運動”強調月間

です。

　すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯し

た人たちの更生について理解を深め、それぞれの

立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明る

い社会を築こうとする全国的な運動です。

　凶悪事件が増加している背景には、地域社会や

家庭の犯罪抑止力及び教育力といった「地域力」

の低下にあると考えられています。

　家庭の絆を強化し、地域住民が一体となって犯

罪や非行を未然に防ぐための活動を推進し、明る

い地域社会を築きましょう。

○行動目標

　①犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよう

　②犯罪や非行に陥らないように地域社会で支え

　　よう

　③これらの点について、地域社会の理解が得ら

　　れるように協力しよう

○重点事項

　「立ち直りを支える取組についての理解促進」

　「犯罪や非行をした人たちの就労支援」

　いちき串木野市シルバー人材センターでは、「シ
ルバー“ふれ愛”クラブ事業」の一環として「親
子“ふれ愛”教室」の参加者を募集します。

○申込期限　７月26日(火)まで
○申込・問合せ
　　(社)いちき串木野市シルバー人材センター
　　    いちき串木野市栄町16番地
　　　    ☎32-9000  FAX33-2266

○場  所　働く女性の家
○対 象　市内在住の小学生と保護者(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28日(木)までに電話か、来館して
　　　　　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　受講時間内の託児をします。（満２歳以
　　　　　上～未就学児）希望される方は、事前
　　　　　に申し込みください。

８月３日(水)
　10:00～12:00

働く女性の家
　調理室

地場産品を使った、ミ
ニパーティ料理

１人200円
（材料費・保険料等）

エプロン、三角巾

市内の小学生と保護者
（祖父母の方でも可）

12組

８月６日(土)
　9:00～12:00

シルバー人材センター
　作業室

標本箱

500円
（材料費・保険料等）

金づち

市内の小・中学生
(小学低学年は保護者同伴)

20人

区  分

日  時

場  所

内  容

参加料

持参する物

募集人員

対  象

親子料理教室 工作教室

陶芸を楽しく体験し
思い出に残る作品を
作りましょう。

料理を楽しく作りな
がら食の大切さや食
べ物が体に与える働
きを子どもに伝えま
しょう。

エプロン
材料費一人1,000円

エプロン、三角巾
材料費一人500円

　親 子

陶芸教室

　親 子

料理教室

８月３日

(水)

10:00

～12:00

８月４日

(木)

9:30

～12:00

12組

12組

講座名　　日  時　定員　内容・持ってくる物



　パートタイム労働者の年次有給休暇や社会保険、
パートタイム労働法に関することなどについての
相談会が次の日程で開催されます。お気軽にご相
談ください。

ほかにも、来年２月までの間に、県内各地で開催
されます。詳しいことは鹿児島労働局雇用均等室
(☎099-222-8446)へお問い合わせください。

〇期  間　７月21日(木)～８月31日(水)
〇時　間　９:00～18:00
〇入場料　幼    児（無 料）
　　　　　小中学生（100円）
        　大　　人（210円）
○問合せ　指定管理者(株)日本水泳振興会
　　　　　いちき串木野市Ｂ＆Ｇ海洋センター
　　　　　　☎32-8994
※プール開き〈７月21日(木)〉当日については午
　前10時から無料開放を行い『景品付きスーパー
　ボール掴み取り』を実施いたします。
　多数のご来場をお待ちしております。

○期　間　７月21日(木)～８月31日(水)
　　　　　（※７月21日(木)のみ無料開放）
○時　間  ９:00～18:00
○入場料　幼    児(無 料)
　　　　　小中学生(100円)
　　　　　大    人(210円)
○問合せ　指定管理者(株)日本水泳振興会
　　　　　いちき串木野市Ｂ＆Ｇ海洋センター
　　　　　　☎32-8994
　　　　　　
　　　　　　

○開 講 式　７月22日(金) 18:30～20:00
○場    所　串木野西中学校プール
○期　  間　７月22日(金)～８月12日(金)
　　　　(全10回　毎週月、水、金曜日開催予定)
○対 象 者　小学４年生～一般男女
　　　　(小学生については保護者の送迎が必要)
○定    員　30人(定員になり次第締切)
○保 険 料　・小中学生　　　600円
　　　　　　・高校生以上  1,600円
○申込方法　市民スポーツ課にある所定の申込用
　　　　　　紙に必要事項を記入(小中学生は保
　　　　　　護者承諾印が必要)のうえ、 保険料
　　　　　　を添えて、市民スポーツ課へ申し込
　　　　　　んでください。
※７月11日(月)午前９時から申し込みを開始します。

　親子でレクリエーションを通して絆や触れ合い
を楽しみませんか。参加をお待ちしています。
○日  　時  ７月24日(日)  受付８:30～
　                      　閉会12:00
○場 　 所  串木野小学校体育館
○申込・問合せ 
　いちき串木野市レクリエーション協会　宇野秀尚
　  ☎・FAX 33-1834
※前日(７月23日)までにご連絡ください。

○日　　時　７月30日(土) ８:00～12:00
○場　　所　Ｂ＆Ｇ海洋センター(体育館及び艇庫）
○参加資格　小学３年生以上
　　　　　　※体験試乗は小学２年生以下でも可
　　　　　　（小中学生は保護者の同意が必要）
○参 加 料　無料
○申込期限　７月22日(金)
○問 合 せ　指定管理者(株)日本水泳振興会
　　　　　　いちき串木野市Ｂ＆Ｇ海洋センター
　　　　　　　☎32-8994

　Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館でバスケットボール
ライン改修工事を行うため、次の期間、臨時休館
します。皆様のご協力をお願いします。
○期  　間　７月31日(日)～８月４日(木)
　　    　　※武道館の利用は通常どおりできます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

場 所　　相 談 日　　　　　　所 在 地

鹿児島

公共職業

安定所

川内

公共職業

安定所

伊集院

公共職業

安定所

相 談
時 間

７月６日

（水）

11月９日

（水）

７月13日

（水）

11月16日

（水）

8月26日

（金）

1月27日

（金）

鹿児島市

下荒田1-43-28

　☎099-250-6060

薩摩川内市

若葉町4-24

　☎0996-22-8609

日置市

伊集院町大田825-3

　☎099-273-3161

10:00
～
16:00

10:00
～
16:00

10:00
～
16:00



～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。生産者と交流し、畑で育てられる野菜

を実際に見て、触って、自分で選んで収穫。採れ

た野菜でバーベキューをします。

　家族で畑へ繰り出し、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(木)

○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  ・畑で野菜収穫体験、生産者交流

            ・「はんごう」でごはん炊き

            ・採れたて野菜でバーベキュー

            ・昔の遊び体験(缶ぽっくり作り他)

            ※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

※小学生未満(幼児)はバス内にて座席不要であれ

　ば参加可能です。

○参 加 料  ・小学生以上１人…1,000円

            ・幼児…500円

○用意する物　汚れてもよい服装、帽子、タオル、

　　　　　　飲み物、エプロン、三角巾、

　　　　　　バッグ(収穫野菜入れ)

○申込期間  ７月11日(月)～７月20日(水)

○申 込 み　農政課または生活研究グループ会長 

　　　　　　松下へ(☎・FAX32-1155)

　将来就農を目指す方を対象に市民農業塾を開講

します。 

　希望される方は農政課または産業経済課まで申

し込みください。

○対 象 者　農業に興味があり、技術を学びたい

　　　　　　方で、市内に在住または勤務し、将

　　　　　　来本市において就農を希望される方

○講習期間  ８月18日(木)から概ね１年間

　　　　　　　※毎週木曜日

○内　　容　講義と実習で、季節野菜の基礎的な

　　　　　　栽培と管理の技術を習得

○受 講 料  無料(種苗代など実費負担あり)

○場    所  市役所会議室及び市内実習農地(畑)

○申 込 み　農政課または産業経済課(☎21-5122)

○申込期限  ７月29日(金)

○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
　・酔之尾東団地は世帯主が満60歳以上であること
　・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
・ウッドタウン，佐保井住宅，珍ノ山住宅
　　７月15日(金)午後５時まで
・酔之尾東団地……随時申し込みを受付けています。
　※酔之尾東団地は先着順になりますので、申し
　　込みが募集戸数に達し次第、締切りとさせて
　　いただきます。
○抽選日
・公 募 住 宅 
　　７月21日(木) 10:00～　市来庁舎１階会議室
　※酔之尾東団地の抽選はありません。
○入居予定日　
・公 募 住 宅　８月１日(月)
・酔之尾東団地　随時
○申込・問合せ  都市計画課 建築係
　　　　　　　　土木課 分室係  ☎33-5679

　市民の皆様の参加をお待ちしております。
○日　　時　８月28日(日) ８:00～16:00
○場　　所　照島海岸
○募集内容　高校生以上の１チーム４人制
　　　　　　（内２人以上は女性）
○募集ﾁーﾑ数  72チーム
○募集期間　７月20日(水)まで
○問 合 せ　マリンビーチフェスタ実行委員会
　　　　　　☎090-9491-5291池之上（市来若者隊）まで

住　宅　名
建設年度

募集戸数
構造・設備 備　考

随
時
受
付

公

募

住

宅

酔之尾東団地
（旧雇用促進住宅）

昭和55年度
３戸

中耐5階建（1階）
３ＤＫ
水洗トイレ
シャワー設置

高齢者向住宅
単身入居不可

ウッドタウン
(多目的

グラウンド近く)

平成16年度
平成17年度
各１戸

木造２階建
３ＬＤＫ
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)

珍ノ山住宅
(川上小学校近く)

昭和51年度
１戸

簡耐２階建
３ＤＫ
汲み取り

昭和54年度
１戸

簡耐２階建
３Ｋ
汲み取り

単身入居不可

単身入居可
(ただし60歳
以上)



　本年度から市民の自主的な公益活動等を支援し、

共生・協働のまちづくりを進めるため、公用車・備品

を貸し出す制度を設けましたのでご利用ください。

(１)貸出対象団体、活動

　まちづくり協議会、自治公民館、地区自治公民

　館、婦人会、高齢者クラブなどが行う美化清掃

　活動、スポーツ大会、イベント、道路の簡易な

　維持または修繕等の自主的な公益活動

　（営利、宗教、政治活動は除きます。）

(２)貸出内容

　①車両…軽(普通)トラック、広報車

　②備品…机、いす、プロジェクター、マイク、

　　　　　テント、国旗類、草払機、スコップなど

(３)貸出時間、手続き

　①貸出時間…土日、祝日(年末年始を除く)

　　　　　　　７:00～22:00

　②手 続 き…希望日の７日前までに申込書を自

　　　　　　　治振興課へ提出してください。

　　　　　　　（燃料代等は実費負担）

　町名等整理事業により、新たな町名と加入され

ている自治公民館名が異なる場合がありますが、

自治公民館の活動は、今までどおり行ってください。

　自治公民館は、その区域の住民の皆さまが自主

的に活動している組織です。新たな町の区域の設

定により見直しを強制するものではありません。

　また、小・中学校の通学区域、選挙時における

投票所についても、今までどおりです。

　事業実施につきまして、今後ともご理解・ご協

力をお願いします。

　みどりと花に満ちた安らぎと潤いのある郷土づ

くりのため、いちき串木野市みどり推進協議会が

中心となり、「緑の募金」を実施したところ、市

民の皆様方の温かいご理解とご協力により、市内

各公民館から、1,469,950円(平成23年５月31日現

在)の募金が集まりました。

　皆様の善意による「緑の募金」は、森林の整備

や緑化の推進、市内小・中学校へ森林学習用の図

書などを配布する経費として活用させていただき

ます。

　ご協力ありがとうございました。

 また、地域や公民館等で緑化活動を実施する場

合は苗代を助成しますので、ご相談ください。

　キオビエダシャクによるイヌマキ等への被害が

発生しています。

　被害が発生したときは、拡大しないように薬剤

散布等の防除をお願いします。

○キオビエダシャクとは…

・生　　　態　産卵はイヌマキの粗皮の隙間に行

　　　　　　　われ、約10日でふ化します。幼虫

　　　　　　　(オレンジ色と黒色及び黄色の模

　　　　　　　様で体長約５cm)期間は１か月程

　　　　　　　度で、この期間はイヌマキの葉を

　　　　　　　食害し枯死に至ることもあります。

　　　　　　　その後、幼虫は地面に浅く潜り、

　　　　　　　サナギになります。

　　　　　　　サナギ期間は15日程度です。成虫

　　　　　　　(美しい紺色の羽根に黄色い帯状

　　　　　　　の模様がある)は２週間ほど生存し、

　　　　　　　花蜜を吸いに各種の花を飛び回り、

　　　　　　　イヌマキに産卵します。一世代約

　　　　　　　２か月程度を年４～５回繰り返し

　　　　　　　ます。

・被 害 樹 種　イヌマキ・ナギ

・防除の方法　幼虫が少数の時は、木を揺すって

　　　　　　　落ちた幼虫を捕殺することも可能

　　　　　　　ですが、大発生の時は薬剤散布(ト

　　　　　　　レボン乳剤4,000倍・スプラサイド

　　　　　　　乳剤1,500倍)が効果的(幼虫のみ)

　　　　　　　です。

　　　　　　　薬剤を散布する際には、あらかじ

　　　　　　　め近所の方等にも連絡し、また、

　　　　　　　通行人や近くの農産物等に飛散し

　　　　　　　ないよう注意して散布してください。

　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。）新たに愛がん用

として捕獲・飼養する方は、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。）

○捕獲許可期間　７月15日～２月28日の１か月以内

○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・産業経済課農林係



　海上保安庁では、海上保安大学校学生及び海上
保安学校学生を募集しています。
【海上保安大学校】
○試験日程
　受 付 期 間　８月25日(木)～９月６日(火)
　第一次試験　10月29日(土)・10月30日(日)
○受験資格
 平成３年４月２日以降に生まれた方で、高等学
　校またはこれと同等と人事院が認める学校を卒
　業し、または平成24年３月までに卒業する見込
　みであり、かつ、必要な受験資格を満たしてい
　る方。
【海上保安学校】
○試験日程
　受 付 期 間  ７月19日(火)～８月２日(火)
　第一次試験　９月25日(日)
○受験資格
　昭和63年４月２日以降に生まれた方で、高等学
　校またはこれと同等と人事院が認める学校を卒
　業し、または平成24年３月までに卒業する見込
　みであり、かつ、必要な受験資格を満たしてい
　る方。
※受験資格・受験手続等の詳細は、海上保安庁ホ
　ームページをご覧頂くか、次までお問い合わせ
　ください。
○問 合 せ
　第十管区海上保安本部
　　〒890-8510　鹿児島市東郡元町４番１号
　　　          鹿児島第２地方合同庁舎５階  
　　　第十管区海上保安本部総務部人事課
　　　　☎099-250-9800　FAX099-250-9850

　国立海上技術学校では、体験入学参加者及び入
学希望者を募集しています。
○体験入学開催日
　口之津校　７月18日(月)・９月17日(土)
　唐 津 校　７月23日(土)・10月15日(土)
○募集対象者
 中学校卒業者、または平成24年3月卒業する見込
　みの方。
○入学試験願書受付開始日 平成24年１月６日(金)
○試験日  推薦入試　平成24年１月21日(土)
　        一般入試  平成24年２月12日(日)
○問合せ
　口之津校　長崎県南島原市口之津町丁5782
　　　　　　  ☎0957-86-2152
　唐 津 校　佐賀県唐津市東大島町13-5
　　　　　 　 ☎0955-72-8269

　市民の皆様の多数のご参加とご観覧をお願いい

たします。

【サマーフェスタin市来】

○日　　時　７月30日(土)  18:45～21:00

○場　　所　市来ふれあい温泉センター裏

○内　　容　お楽しみ抽選会・舞台イベント・出店

　　　　　　東シナ海をバックに打ち上げる花火

　　　　　　等開催

【祇　園　祭　（六月灯）】

○開 催 日　７月30日(土)

○場　　所　湊町地区内

○内　　容　12:00～　   花火を合図にスタート

　　　　　　14:30～15:15 　田屋伝兵衛駐車場

　　　　　　　　　　　　（祇園山　四車競演）

　　　　　　18:00～18:30  八坂神社祭典

　　　　　　18:45～ サマーフェスタin市来と合流

　　　　　　　　　　（祇園山　四車競演）

※今年は、裸山(祇園山)によるお囃子の披露など

　が行われます。ぜひご覧ください。

○日  時  ７月29日(金) 19:00～21:00

○場  所  　田屋伝兵衛(市来郵便局横駐車場)

　農道別府平白浜線において、農道工事を行います。

　そこで、次の期間の時間内におきましては、交

通規制(全面通行止め)となりますので、市民の皆

様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解

とご協力をお願いいたします。

○工事期間　 ７月11日(月)～11月30日(水)

　　　　　　　※日曜日は除く

○工事時間　 ８:00～17:00



　甑島航路に就航しているフェリーニューこしき
１等運賃と高速船シーホークの座席指定運賃が平
成22年６月１日から実証実験として運賃が割引さ
れていましたが、平成24年５月31日まで実証実験
の期間が延長されましたのでお知らせします。
【フェリーニューこしき】　

【増やせる付加年金とは・・・】
　国民年金第１号被保険者(任意加入被保険者も可)
を対象に、国民年金の保険料に加えて月額400円
の付加保険料を納めると、老齢基礎年金額に『200
円×付加保険料を納めた月数』で計算された付加
年金が上乗せされます。
　★例えば、付加保険料を10年間納付した場合
    付加保険料⇒400円×10年(120月)＝48,000円
　　付加年金額⇒200円×10年(120月)＝24,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(年額)
　◎付加年金を２年間受給すると、納付した付加
　　保険料総額と同額になります。
※付加年金は、老齢基礎年金と合わせて受給でき
　る終身年金で、定額のため物価スライド(増額・
　減額)はありません。
※付加年金は、老齢基礎年金の繰上げ支給・繰下
　げ支給と同じ割合で減額・増額されます。
※付加年金は、任意加入です。ただし国民年金基
　金に加入の方は、付加年金に加入することはで
　きません。

※申込・相談窓口は、市役所市民課または川内年
　金事務所です。
      川内年金事務所    ☎22-5276
      串木野庁舎市民課  ☎33-5612
      市来庁舎市民課    ☎21-5114

　今年の７月24日、現在の地上アナログ放送は終
了し、地上デジタル放送へ完全移行します。
　地上デジタル放送を視聴するためには、テレビ
の買い換えやアンテナの改修等が必要です。

（１）ご家庭の地デジ化を確認してください
　　現在アナログテレビを使用している（画面右
　上に「アナログ」、画面下に文字が表示されている）
　　　　　　　　
　次のいずれかのデジタル受信機器の準備が必要です。
　①デジタルテレビへの買い換え
　②現在のアナログテレビを使用される場合、デ
　　ジタルチューナーまたはデジタルチューナー
　　内蔵録画機を準備
　アンテナは、ＵＨＦアンテナとなります。
　（調整や交換が必要な場合があります）
　※経済的な理由で地上デジタル放送が視聴でき
　　ない方には、チューナー支援を行っています。
　（詳しくは、広報いちき串木野５月20日号、ま
　　たは市ＨＰ「最新情報」をご覧ください。）
☆上記の詳しい内容については、広報いちき串木
　野4月20日号の折込みチラシ『「地デジ化」お
　済みですか？』をご覧ください。
　【市役所(串木野庁舎・市来庁舎)ロビー、中央
　公民館等にも置いてあります。】

（２）7月24日までに地デジ工事が間に合わない場合
　　アンテナ工事の遅れ等のやむを得ない事情が
　あり、地デジ化が間に合わない場合、地デジ難
　視対策衛星放送受付センター(☎0570-08-2200)
　へ７月31日までに申し込むことにより、一時的
　に「地デジ難視対策衛星放送」を視聴できます。
　　ただし、ＢＳアンテナ等の受信設備は各自で
　ご準備いただく必要があり、ご利用期間も約７
　か月です。
　　また、放送番組は、東京のＮＨＫ及び民間放
　送局となります。

（３）電話相談・戸別訪問をご利用ください
　　総務省テレビ受信者支援センター(デジサポ
　鹿児島)では、電話による受信相談、高齢者等
　のご自宅を訪問して、地デジ化への説明・相談
　等を行っています。詳しくは、下記へお問い合
　わせください。

○問合せ
【地デジ全般について】
○総務省テレビ受信者支援センター（デジサポ鹿児島）
　　地デジ相談専用電話　☎099-833-2020
○地デジコールセンター　☎0570-07-0101　　　
　いずれも７月１日(金)～17日(日) 9:00～21:00
　　　　  ７月18日(月)～31日(日) 24時間受付
　　　　  ８月１日(月)以降  平日 9:00～21:00
　　　　　           土・日・祝日9:00～18:00
【チューナー支援制度について】
・総務省 地デジチューナー支援実施センター
　　ＮＨＫ放送受信料全額免除世帯への支援
　　　　　　　　　　　　　　　☎0570-033840
・市町村民税非課税世帯への支援  ☎0570-023724
　（平日9:00～21:00／土・日・祝日9:00～18:00）
・ホームページ　http://www.chidejishien.jp

※甑島島内間の２等指定室料金は一律
　500円となります。
○２等指定室運賃＝島内間２等室運賃
　＋２等指定室料金500円

【高速船シーホーク】

甑島島内間

串木野～
甑島各港

２等指定室運賃
(旧１等室運賃)

２等室運賃

3,240円

2,240円

※甑島島内間の座席指定料金は一律150
　円となります。
○座席指定利用運賃＝島内間高速旅客運
　賃＋座席指定料金150円

甑島島内間

串木野～
甑島各港

高速旅客運賃

座席指定料金

3,610円

  300円



火災や事故を防ぐポイント！

　串木野さのさ祭りが次の日程で開催されます。市民の皆様の多数のご参加とご観覧をお願いします。
７月23日(土)　　○14:00～18:00  【アトラクション】・・・・・・・串木野地域中心商店街
    　　　　　　　(予定)         　・マーチング行進、一輪車演技、吹奏楽演奏、太鼓演奏、抽選会 など  
　　　　　　　　○18:00～20:00  【市中流し踊り】・・・・・・・・串木野地域中心商店街
　　　　　　　　　(予定)　　　 　　・約3,000人の踊り手が参加します。飛び入り大歓迎の「自由連」もあります。
７月24日(日)　　○14:00～19:00  【露天・ステージ】・・・・・・・ 串木野地域中心商店街
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・出店（ビアガーデン、かき氷、ヨーヨー釣り、フリーマーケット など）
                    　　　　　　　 ・ステージショー等(予定) ・焼酎の振る舞い  ほか
串木野さのさ祭りに伴う交通規制について
    ７月23日(土)【アトラクション・市中流し踊り】・・・・・・14:00～21:00
    ７月24日(日)【露天・ステージ】・・・・・・・・・・・・・ 14:00～20:30
    　※上記の時間帯は、下記の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。
 　 　※23日(土)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。

　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。

○幼児など子ども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。

※車でお越しの方は、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

　　　歩行者天国区域

　鹿児島県では、地域から要望の多い河川の堤防
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
　鹿児島地域振興局建設部日置市駐在
　  ☎099-273-3452  内線（301）

※踊りは、「さのさ」と「はんや」です。

７月12日(火)・７月13日(水)

７月14日(木)・７月15日(金)

19:00～20:30（両日とも）

19:00～20:30（両日とも）

日　　　程　　　　　　　　　　　　場　　　所　　　　　　　　　　　　時　　間

串木野さのさ踊りを練習して、７月23(土)に開催される串木野さのさ祭り市中流し踊りに参加して楽しみましょう。

いちきアクアホール

市役所串木野庁舎玄関前駐車場
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