
　勤労青少年ホームでは親子で作る料理講座を次

のとおり開催いたします。親子で協力して作るお

いしい料理で夏休みの思い出と家族の固い絆を築

きましょう。ぜひご参加ください。

○日　  時  ８月23日(火)  ９:30～13:00

○場　  所  勤労青少年ホーム（串木野IC近く）

○参 加 料  500円（１組）

○定    員  12組

　　　　　　（24人程度で、父子・母子いずれも可）

○用意するもの  エプロン・三角巾等ご持参ください。

○申込締切  ８月16日(火)

○申込・問合せ  勤労青少年ホーム　☎32-8770

　　　　　 （日曜日を除く13:00～21:00受付）

『地かえて祭り』へ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29日(土) ９:00～21:00（予定）
　　　　  　10月30日(日) ９:00～17:00（予定）
　※10月29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　１小間(3.6ｍ×3.6ｍ)
○申込期限  ８月19日(金)まで
○申込・問合せ  商工観光課（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。

　８月14日(日)と15日(月)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(　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　19:40(墓地の最終発20：20)



 いちき串木野市では、高齢者の皆様が、できる限り住み慣れた家庭や地域の中で保健・医療・福祉の

総合的なサービスが受けられる社会づくりに取り組んでおります。

 介護認定で要介護の認定を受けた方については、介護保険のサービスを利用していただきますが、非

該当となった方等が、要介護状態とならないように、またできるだけ在宅で自立した生活ができるよう

支援していこうというのが福祉サービスの目的です。　



要介護高齢者等の属する家庭の
経済的負担の軽減を図るため、
一月3,000円分の金券を支給。
協力店で紙おむつ等を購入でき
ます。
（券面額を超えた分は自己負担）

在宅の寝たきり者、重度の認知
症者の介護者に、月額8,000円
を支給します。
（四半期ごとに前月分までをま
とめて支給）

急病・災害等発生時の緊急通報
体制を整備し、生活不安の解消
等を図るため、緊急通報装置を
貸与します。
緊急通報装置（大きな非常ボタ
ンの付いた電話器とペンダント
発信器）のボタンを押すだけで
安全センターにつながり、24時
間体制で緊急時の対応をします。

日常生活の便宜を図り、その福
祉の増進に資するため、火災警
報器，自動消火器，電磁調理器
の給付を行います。

市長が指定したはり・きゅう及
びマッサージ師から末しょう神
経疾患及び運動器疾患に対する
施術を受けたとき、施術料の一
部を助成します。
・１日１回，月５回以内（年60
　回以内）
・１回　600円助成

長寿祝金を９月に支給します。
（基準日 ９月１日）

50,000円を支給します。

在宅で３か月以上寝たき
り及び重度認知症により、
常時介護が必要な高齢者。
（市民税所得割非課税世
帯で特別障害者手当、福
祉手当の支給を受けてい
ないこと。）

寝たきり者等を在宅で３
か月以上引き続き介護し
ている方。
（特別障害者手当、福祉
手当の支給を受けていな
いこと。）

概ね65歳以上の一人暮ら
しの虚弱高齢者または突
発的に生命に危険な症状
の発生する疾病を有する
高齢者。

概ね65歳以上の一人暮ら
し及び寝たきり高齢者等。
（電磁調理器は防火等の
配慮が必要な方）

市内に住所を有する入院
及び通院等を除く在宅の
65歳以上の高齢者。

満80歳･満88歳･
満90歳･満95歳･
満100歳以上の高齢者

満100歳の高齢者

月3,000円の金券を
助成。購入価格と
の差額は自己負担。

月　400円

前年の所得税に応
じ、購入費の一部
または全部を負担
する。

一部自己負担有り

〔支給額〕
80,88,90,95歳
　　　　　5,000円
100歳以上 10,000円

区分　　 事　業　名　　 事　　　業　　　内　　　容　　対　　　象　　　者　　　利　　用　　料

家
族
介
護
支
援
事
業

紙おむつ等
支給事業

在宅寝たきり者等
介護手当支給事業

緊急通報体制等
整備事業

高齢者日常生活
用具給付事業

はり・きゅう及
びマッサージ施
術料助成

長寿祝金

満100歳到達時祝金

そ
　
の
　
他
　
の
　
事
　
業

※申請方法等　お問い合わせは福祉課高齢障害係(串木野庁舎)　☎33-5619
　 　　　　　　　　　　　　 市民課健康福祉係(市来庁舎)    ☎21-5117
　　 　　　　　　　　　　　 民生委員へ

○日  時　８月27日(土)　17:30開会

○場  所　串木野西中学校

○種  目　･小学生男女

　　　　　　100ｍ･800ｍ･400ｍﾘﾚー(100ｍ×4人）

　　　　  ･中学生以上男子

　　　　 　100ｍ･2,000ｍ・800ｍﾘﾚー(200ｍ×4人)

　　　　　･中学生以上女子

　　　　　 100ｍ･800ｍ･800ｍﾘﾚー(200ｍ×4人)

○参加料　1人300円  ○申込期限　８月17日(水)

○申込･問合せ  串木野西陸上スポーツ少年団  都甲

　　　　　　☎･FAX32-9533

毎日の安全チェックポイント！
　・プラグにたまったホコリは危険です。
　　プラグを抜いて、掃除をしましょう。
　・タコ足配線は危険です。
　・水気のある場所で使う家電製品には、
　　アースを取り付けましょう。
　・プラグはしっかりと差し込んで使いま
　　しょう。
　・コードが家具などの下敷きにならない
　　ように注意しましょう。
　　　お問合せ先  九州電力㈱川内営業所
         ☎0120-986-802(コールセンター)



　肺がんによる死亡は、本県のがんによる死因の

第１位で、年々増加傾向にあります。そのため県

では、肺がんの早期発見に有効とされている低線

量ＣＴによる肺がん検診の検診費の一部助成をし

ています。 

○対象となる方 

　県内に居住している方で、受診日時点において

満50歳以上の方。 

※但し、次の方は除きます。 

・肺がん治療中または肺がん疑いや肺がん術後で

　経過観察中など、医師の管理下にある方は除き

　ます。 

・市町村のがん検診などで、「要精密検査」となっ

　た方は除きます。 

○検診費用　自己負担額 3,150円 

○定　　員　県内8,000人を上限 

○実施期間　平成24年３月末まで 

○受診方法　県に登録された医療機関等に直接予

　　　　　　約をして受診となります。 

　　　　　　受診時は、生年月日・住所の証明で

　　　　　　きるもの（運転免許証・健康保険証

　　　　　　など）をお持ちください。 

※登録医療機関については、串木野健康増進セン

　ターにお問い合わせいただくか県ホームページ

　をご覧ください。 

　プールの特性を利用して、いろいろな水中歩行

をし、関節痛を軽くするための教室です。

　運動をしたくても、病気や過体重により、関節

痛や腰痛のため運動不足になっている国民健康保

険加入者の方、ぜひご参加ください。

○日    時　９月２日(金)～10月28日(金)

　　　　　　　毎週金曜日（計８回）

○内　　容　健康運動指導士による「健康講話」・

　　　　　「簡単体力チェック」・「水中歩行運

　　　　　　動やストレッチなどの簡単な運動」

○場    所　・市役所市来庁舎

　　　　　　・市来ふれあい温泉センター

○参 加 料　1,100円程度（損害保険料・プール代）

○募集人員　25人　

○申込期間　８月10日(水)～８月26日(金)

○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、必ず主治医に相談され、申し

　込みください。

　地域で食生活改善のボランティア活動を行う食
生活改善推進員を養成するための教室を開催しま
す。
○日    時  ９月30日(金)・10月28日(金)
            11月25日(金)・12月21日(水)
            １月27日(金)・２月24日(金)
　　　　　　３月23日(金)  全７回
            （各日９:30～13:00）
○内    容  講話と調理実習
○場    所  串木野健康増進センター
○参 加 料  無料
○対 象 者　・健康な女性で全７回全て参加でき
　　　　　　　る方
　　　　　　・教室終了後はボランティア活動に
　　　　　　　参加できる方
○定    員　25人
○申込期限　９月２日(金)まで
○申込・問合せ  串木野健康増進センター

○日　時  ８月10日(水)  10:00～12:00
○場　所  中央公民館２階研修室
○演　題  串木野手織り木綿について
○講演者  牧島知子氏(県文化財保護審議委員)
　　　　　福元金之助氏が一代で作り、丈夫で模
　　　　　様も様々な串木野木綿についての講演
○参加料  300円(資料代)
　※どなたでも参加できます。

○日    時　９月11日(日)  ９時開会式
○場    所  いちき串木野パークゴルフ場
○競技方法　(１)競技は国際パークゴルフ協会規
　　　　　　　　則に基づいて行う
　　　　　  (２)小中学生と保護者(２人１組)
　　　　　　(３)18ホールストロークプレー
　　　　　　　  ※同順位の場合は、要項に記載
○参加定員  先着30組
○参 加 料　２人１組 1,300円(大会当日納入)
　　　　　　※コース使用料・保険料含む
　　　　　　※クラブ・ボールをお持ちでない方
　　　　　　　は、無料で貸出します。
○申込期限  ９月４日(日)午後５時まで
○申込方法　申込書にご記入のうえ、Ｂ＆Ｇ海洋
　　　　　　センター及びパークゴルフ場に申し
　　　　　　込みください。
　　　　　　※要項・申込書は下記施設にあります。
○問 合 せ　Ｂ＆Ｇ海洋センター  ☎32-8994
　　　　　　パークゴルフ場　　  ☎32-8118



　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(月)  10:00～
○場  所  市民文化センター

　デジタルカメラによる撮影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  ９/６(火)・９/20(火)・10/４(火)・

          10/18(火)・11/１(火)・11月15日(火)

            計６回（各日19:30～ 21:00）

○場  所  中央公民館研修室

○受講料  無料(材料費は自己負担)

          ※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，いちきアク

　　　　　アホールに置いてある申込書に記入の

　　　　　うえ、８月19日(金)までに提出してく

　　　　　ださい。

○定  員  15人

※定員を超えた場合は初心者優先とし、抽選とな

　ります。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。

　

○内　　容　・韓国語の看板が読める

　　　　　　・韓国語での自己紹介ができる

　　　　　　・韓国語の簡単な自己紹介を聞いて

　　　　　　　理解できる　　　　　

○対 象 者　興味のある方（学生を除く成人）

○開催日時　９月30日(金)～12月16日(金)

　　       毎週金曜日(10/11・11/11を除く計10

　　　　　　回)  18:00～20:00

○開催場所　串木野高校会議室

○募集定員　20人(定員を超えた場合は抽選とな

　　　　　　ります)

○受 講 料　無料

　　　　　　（ただし教科書代2,310円自己負担）

　　　　　　※教科書『「つたえる韓国語」入門

　　　　　　　編(三修社)』をお持ちでない方の

　　　　　　　み必要です。

○申込方法　往復はがきにて申し込みください。

　　　　　（郵便番号・住所・氏名(ふりがな)・

　　　　　　年齢・性別・電話番号・教科書購入

　　　　　　希望を記入してください。）

　　　　　　※返信はがきにて受講申込結果を通

　　　　　　　知します。

○申込・問合せ  串木野高校 県民大学係

　　　　　　　いちき串木野市美住町65

　　　　    　〒896-0024　☎32-2064

○申込期限  ８月22日(月)当日必着まで

※返信はがきにも住所・氏名の記入をお忘れなく！

８/15

８/29

９/５

９/15

９/26

10/11

12/１

12/15

12/22

12/26

12/26

１/16

１/27

２/６

○参加資格　戦没者遺児
○申 込 み  (財)鹿児島県遺族会 ☎099-812-8292
○問 合 せ  (財)日本遺族会 福祉事業部事業課
　  　　　　　☎03-3261-5521（内線3656～3658）

○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
○持参品　飲み物・タオル
○申込み　８月24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。
○託　児　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。

実施地域　　　　　実施時期　　申込締切　費用

東部ﾆｭーｷ゙ﾆｱ

中国

ﾎ゙ﾙﾈｵ・ﾏﾚー半島

西部ﾆｭーｷ゙ﾆｱ

ミャンマー

ソロモン諸島

マリアナ諸島

西部ﾆｭーｷ゙ﾆｱ

東部ﾆｭーｷ゙ﾆｱ

トラック諸島

パラオ諸島

フィリピン

ﾐｬﾝﾏー･ｲﾝﾄ゙

中国・ﾊ゙ｼー海峡

10/１～10/８

10/11～10/19

10/19～10/28

11/１～11/10

11/11～11/20

11/26～12/３

１/13～１/19

２/１～２/10

２/11～２/18

２/18～２/25

２/18～２/25

３/２～３/９

３/12～３/21

３/21～３/29

10万円

講 座 名　　期 日・時 間　　定員　　内　容

ピラティス

9/1～10/27
(毎週木曜日)
14:30～15:30

9/2～11/11
(毎週金曜日)
14:30～15:30

独自の呼吸法
と動きでイン
ナーマッスル
を鍛えます。

ゆっくりした
動きで足腰を
強化し無理な
く健康に!

15人

15人太　極　拳



　平成24年成人式の実行委員を募集します。

　新成人はもちろんのこと、一緒に企画運営して

くださる高校生や青年の皆さん、ふるってご応募

ください。

○対象者

　・平成３年４月２日から平成４年４月１日まで

　　に生まれた市内在住の方（新成人）

　・成人式を企画運営してくださる高校生・青年等

○申込・問合せ  

　８月19日(金)までに社会教育課へご連絡ください。

※平成24年成人式は、平成24年１月３日(火)予定

　です。　

　排水設備工事責任技術者試験が次のとおり実施

されます。

○開催日時  11月６日(日)  10:00～12:00

○開 催 地  鹿児島市・奄美市

　　　　　　※試験会場については、受験票の送

　　　　　　　付時に通知されます。

○願書の頒布　上下水道課で頒布しています

○受付期間  ８月31日(水)まで

　          ８:30～17:15（土・日は除く）

○願書請求・受験申込先  上下水道課

○試験問題　社団法人日本下水道協会が作成する

　　　　　　共通試験問題とする。

○合格発表  12月７日(水)

　道路は、私たちの毎日の生活を支える欠くこと

のできない基本的な社会資本ですが、あまりにも

身近な存在であるため、その重要性が見過ごされ

がちです。

　８月10日の「道の日」を契機に、もう一度見直

してみませんか？

○道路にプランターや物を置かない、常に広い道路

○ごみのポイ捨てなどしない、美しい道路

○住む人みんなが管理人、安心・安全な道路

　道路がきれいになれば、街がきれいになります。

　街がきれいになれば、住む人の心もきれいにな

ります。

　毎年恒例、串木野国家石油備蓄基地『第32回ち
かび展示館夏のイベント』が次のとおり開催され
ます。
　皆様の多数のご来館をお待ちしております。
○日　時　８月21日(日)  ９:00～15:30
○場　所　ちかび展示館
　　　　　(館内、駐車場、作業トンネル内)
○イベント内容
　・お楽しみ抽選会(10:00，11:30，13:00，14:30)
　・ゲーム大会、クイズ、作業トンネル見学会など
○問合せ
　・ちかび展示館 ☎32-4747（月・火曜日は休館日）
　・日本地下石油備蓄㈱総務課 ☎32-6800

　野菜を生産･販売される方を対象に、安心・安
全な野菜作りについての講習会を開催します。多
数の皆様の参加をお願いします。
　受講希望の方は８月19日(金)までに農政課へ申
し込みください。
○日  時　９月１日(木)  13:30～15:30
○場  所  市役所串木野庁舎地下大会議室
○テーマ　秋冬野菜の栽培と管理について

　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、市来地域の方を対象に農業用廃プラ
スチック類の回収を行います。
　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25日(木)　８:30～11:30
○回収場所　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
　　　　　　農協口座からの引落しでの支払いと
　　　　　　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
・さつま日置農協 市来支所 経済課  ☎36-2311
・農政課 農林係
・産業経済課 農林係  ☎21-5122



　現在「市第一次総合計画後期基本計画」の基礎
資料とするため、アンケート調査(市民意向調査)
を実施しています。
　まちづくりに対する市民の皆様のご意見や実態
を市政に反映させる大事な調査となりますので、
対象となられた方は、調査票に記載してある期限
までに回答のうえ、返送くださるようご理解・ご
協力をお願いします。

　日置地域の農林水産物のＰＲ・地産地消を推進
するため、日置まるごとバスツアーが開催されます。
○参 加 費　１人 2,500円
　　(※大人・子どもとも同じ料金となります。)
○募集定員  各コース40人(定員になり次第締切)

※内容は変更になる場合があります。
　詳細は、季楽館・農政課・産業経済課に置いて
　あるパンフレットをご覧ください。
　お問い合わせ・申し込み等は、各コースの代表
　に直接ご連絡ください。

　この調査は５年ごとに実施され、国民の社会生

活の実態を明らかにするための基礎資料を得るた

めの調査です。

　８月に、対象となる区域にリーフレットを配布

し、９月から10月にかけてその区域の中から無作

為に抽出された世帯に調査票を配付します。調査

の趣旨をご理解いただき、調査票にご記入くださ

い。

　※調査員には守秘義務があります。また、調査

　　票にご記入いただいた内容は、統計作成の目

　　的以外に使用されることはありません。

○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)

○申込期限

  　８月19日(金) 17:00まで

　　※公募住宅は既設住宅であり、年数も経過し

　　　ていることから壁等の汚れがありますがご

　　　了承ください。

○抽選日

　①新田住宅・ひばりが丘団地・文京町団地

　　８月24日(水) 10:00～ 串木野庁舎２階会議室

　②日ノ出住宅

　　８月24日(水) 14:00～ 市来庁舎１階会議室

○入居予定日　９月１日(木)

○申込・問合せ  都市計画課 建築係

　　　　　　　　土木課 分室係  ☎33-5679

【Ｃコース代表】
チェスト館
☎099-273-9525

【Ｂコース代表】
城の下物産館
☎099-292-5890

鹿児島中央駅 ○
↓

おもいで館
(団子づくり体験)

↓
小正醸造見学

↓
城の下物産館

↓
ゆ～ぷる吹上
(温泉,昼食)
 ↓

吉利物産店
(イベント企画あり)

↓
かめまる館
↓

ひまわり館
↓

きんぽう木花館
(そば打ち体験)

↓
鹿児島中央駅 ○ 

鹿児島中央駅 ○ 
↓

チェスト館
(いちご狩り)

↓
ゆすいん

(いちご大福づくり体験)
(温泉,昼食) 

(佐伯屋：つけあげ注文)
↓
季楽館
↓

　田酒造見学
↓

ほっとかん
↓

チェスト館
(佐伯屋：注文品引渡し)

↓
鹿児島中央駅 ○ 

Ｂコース
日置秋ふるさとの味ツアー

Ｃコース
日置春いちごツアー

　10月29(土)　　　　平成24年3月17日(土)

申込・問合せ

着

着

発発

住　宅　名
建設年度

募集戸数
構造・設備 備　考

公

募

住

宅

日ノ出住宅
(いちきアク
アホール近く)

新田住宅
(新田公園近く)

ひばりが丘団地
(だいわ串木
野店近く)

文京町団地
(串木野高校
近く)

平成９年度
１戸

昭和48年度
１戸

平成元年度
１戸

平成６年度
１戸

中耐４階建
(４階)３ＤＫ
水洗トイレ

単身入居不可

簡耐２階建
２ＤＫ
汲み取り

中耐５階建
(５階)３ＤＫ
水洗トイレ

中耐４階建
(３階)４ＤＫ
水洗トイレ

単身入居可
(但し60歳
以上)

単身入居不可

単身入居不可



○入団資格 

　市内に居住する満18歳以上(高校生を除く)で健

　康な方（男女を問いません）

○活動内容

　・消火活動、地震・風水害時の救助・避難誘導等

　・火災予防運動週間中の広報活動、年末夜警

　・出初式や消防操法大会等の行事参加

○待遇

　・階級に応じた年額報酬、各種災害出動手当

　・活動服、アポロキャップ等の被服貸与

　・公務災害補償制度、退職報償金支給制度、福

　　祉共済制度、消防団員サポート制度など

○申込・問合せ  消防本部総務課

　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は火災予防上、次のよう

なことに心掛けてください。

　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。

平成23年度奨学生を次のとおり募集します。

○資　　格　本市に１年以上在住している方の子

　　　　　　弟で、学資の支弁が困難と認められ

　　　　　　る方

　　　　　　・連帯保証人としては、保護者と本

　　　　　　　市に在住する方の２人

　　　　　　※すでに、他の奨学金(下記の金額以

　　　　　　　上 )を借りている方は申し込みで

　　　　　　　きません。

○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月までの半年分です。

○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　奨学生願書に必要書類を添えて提出

　　　　　　してください。

　　　　　　※願書等は教育委員会総務課(市来

　　　　　　　庁舎３階)に準備してあります。

○申込期限　８月26日(金)まで

○申込・問合せ  教育委員会総務課

・７、８月は最も熱中症が発生しやすい時期です。
　特に高齢者は暑さやのどの渇きを感じにくくな
　っているため、自覚がないまま重症化する傾向
　があります。今年は震災の影響から節電への意
　識が高まっており、より一層の注意が必要です。 

・高齢者では特に、室内で熱中症になるケースが
　目立ちます。窓を開けたり扇風機を使用したり
　して、室内が高温多湿にならないよう注意しま
　しょう。 

・通気性の良い服を着たり、濡れタオルなどで首
　やわきの下を冷やしたりして、身体の熱を逃が
　しましょう。霧吹きで身体を湿らせるのも効果
　的です。

・のどが渇いていなくても、こまめに水分補給す
　ることが大切です。周りの人も水やお茶の入っ
　た水筒を用意しておくなど、水分補給の手助け
　をしましょう。

河川敷で草刈りをし、夕
方５時頃帰宅しようとし
たところ、急に倒れ、け
いれんを起こしてしまっ
た。
（当事者：60 歳代　男性）

高齢の母親宅を午前10時頃訪
ねたところ、窓を閉め切った
暑い部屋で、母親がベッドに
うつぶせになり動けなくなっ
ているのを発見した。
（当事者：80 歳代　女性）



(注１)年齢は平成24年４月１日現在で換算してください。

【採用予定数】

○自衛官候補生　採用予定数（参考：平成22年度）  ○一般曹候補生　採用予定数（参考：平成22年度）

　　　　　　　　鹿児島県での人数になります。                    全国での人数になります。

○航空学生　・海上自衛隊　約70人(うち女子若干名)：全国での人数になります。

　　　　　　・航空自衛隊　約70人(うち女子若干名)：全国での人数になります。

○看護学生　約70人：全国での人数になります。

※詳しくは、自衛隊鹿児島地方協力本部 薩摩川内出張所(☎22-2401)、または串木野庁舎市民課へお問

　い合わせください。

募集種目　　　　　　資格（注１）　　　　受付期間　　　試験期日　　　　合格発表（予定）

11月10日
11月10日
１次  ９月30日
最終　11月10日
１次  10月７日
２次  航空　11月４日
　　　海上　11月８日
最終　平成24年１月20日
１次  11月４日
最終　平成24年１月６日

９月17日
９月26日

９月17日

９月23日

10月22日

18歳以上
27歳未満の方
18歳以上
27歳未満の方

高卒(見込み含む)
21歳未満の方

高卒(見込み含む)
24歳未満の方

９月９日まで

９月９日まで

９月９日まで

９月５日～
９月30日

一般曹候補生

航空学生

看護学生

自衛官
候補生

男　子
女　子

区　分　　　　 男　子　　　　 女　子
陸上自衛隊
海上自衛隊
航空自衛隊

約104人
約16人
約15人

約12人
約４人
約１人

区　分　　　　 男　子　　　　 女　子
陸上自衛隊
海上自衛隊
航空自衛隊

約2,890人
約430人
約720人

約110人
約180人
約80人

【ご存知ですか？障害基礎年金】

  国民年金の加入中や、20歳前の病気やケガにより障害の状態(精神の障害も含みます)になった場合、

一定の要件を満たせば障害基礎年金が支給されます。

◎障害基礎年金を受けるための要件とは

  ①初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)において、国民年金の被保険者であること。

　　または、国民年金の被保険者であった方で、60歳以上65歳未満で日本国内に在住していること。

　　ただし、老齢基礎年金の支給の繰上げを受けている場合は該当しません。

  ②保険料納付済期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が、初診日

　　の属する月の前々月までの保険料を納付しなければならない期間の、３分の２以上であること。

　　ただし、初診日の属する月の前々月までの１年間に、保険料の未納がなければ該当する特例があ

　　ります。

  ③障害特定日(初診日から１年６か月を経過した日、またはそれ以前に病状が固定した日)に障害等

　　級表の１級または２級の障害の状態に該当すること。

  ④病気やケガの初診日が20歳前の場合には、20歳から受けられます。この場合本人の所得制限があ

　　ります。

  ※詳しいことは、市役所市民課または川内年金事務所までお問い合わせください。

    ・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



※不動産登記簿における表題部の土地・建物の所在については法務局で書き替えますので手続きは不要
　です。
　なお、変更手続きに必要な「住所変更証明書」については、10月下旬に行政嘱託員を通じて配布しま
　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。

本事業の実施に伴い、10月11日から下名、上名の一部が新たな町名に変わります。
実施区域の皆さまにお願いする住所等の変更手続き(主なもの)は次のとおりです。

種　　別　　　      手続き先　　　　          変更箇所　　　　　           期限など

・不動産登記簿
　（土地登記簿・建物
　登記簿）

・商業登記簿
・法人登記簿

鹿児島地方法務局
川内支局
　

鹿児島地方法務局

・土地，建物の所有者の住所変更
　の登記

・会社や法人等の所在地及び役員
　等の住所

・早急にする必要はあり
　ません(売買等を行う
　ときでも構いません)

・本店２週間以内、
　支店３週間以内

・自動車運転免許証 いちき串木野警察署 ・住所，本籍

各担当機関に確認してください
※年金の種類によって異なります

・できるだけすみやかに

・各種年金 各種年金の担当機関

・預貯金通帳類 各金融機関 各金融機関等に確認してください

・各種許認可証 発行元の行政機関
発行元の機関に確認してください
※法令に基づき異なります

　市の水道事業は、市民の皆様が納めた水道料金で運営されています。
　このため、水道料金の未納が多くなると水道事業の運営に支障をきたすことになります。
　水道料金は、水道を利用するすべての方に公平に負担していただくものですので、市としては不
公平が生じないよう未納者からの料金徴収を一層強化します。
　公平を期するためにやむを得ない措置であることをご理解願います。

○水道料金の未納対策の流れ
　納入期限までに支払いがなかった場合、次の手順で支払いを未納者に促しています。

※書面や訪問による支払いの催促に応じない場合、給水条例に基づき給水を停止することになります。
※給水停止のため、損害を生じることがあってもその責を負いません。
※入金が困難な場合や、分割入金を希望される場合には、まずご連絡ください。

～給水停止になると～ 
・水道が使用できなくなります。 
・給水の再開には、未納料金の全額入金が条件に
　なります。 
　なお、土日祝祭日(年末・年始の閉庁日含む)及
　び平日の17時15分以降の取扱いは、翌営業日に
　開栓することになっておりますので、ご注意く
　ださい。 
・無断使用を行いますと、罰金が科せられます。 

○安心便利な口座振替のご利用を!!
  振替を始めたい月の前月20日までに通帳と届出印を持って、市内の各金融機
　関で申し込みください。

○問合せ  上下水道課上水管理係
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