
臨時職員を募集します。応募する方は、履歴書を
串木野庁舎総務課、市来庁舎市民課に提出してくだ
さい。

〇追 悼 式 ８月15日(火)
前日から団体行動になります。

〇場 所 日本武道館（東京都千代田区）
〇対 象 者
・戦没者及び一般戦災死没者の配偶者及び三親等内
の遺族（過去参列していない方を優先）

・「次世代への継承」という観点から18歳未満の遺
族も募集します。

〇募集遺族数 県下で65名
〇申 込 締 切 ５月31日(水)
〇申込・問合せ

串木野庁舎福祉課子育て支援係 ☎33-5618
市来庁舎市民課市民生活係 ☎21-5117

平成29年工業統計調査を６月１日現在で行います。
調査の実施に当たっては、５月から６月にかけて調
査員が伺います。
なお、調査票に記入した内容については、統計法

に基づき秘密が厳守されますので、正確な記入をお
願いします。
〇問合せ 政策課広報統計係

経済産業省のホームページもご覧ください
http://www.meti.go.jp/statistics/

この集いは自死（自殺）によって大切な方を亡く
した遺族が、つらく苦しい気持ちを語り合い、お互
いを支え合うことで、生きる力を取り戻していくこ
とを目的とした会です。匿名の参加でも構いません。
どうぞ一人で抱え込まないでください。
〇参加者 大切な方を自死で亡くした遺族
〇日 時 ５月28日(日) 13:30～
〇場 所 ふれあいかせだ２階（南さつま市）
〇参加費 無料
〇申込・問合せ 平神純子 ☎090-4357-2459

現在、平成28年度の特定健診を受診しなかった方
へ、個別訪問を実施しています。
〇調査期間 平成30年２月まで
〇調査対象 平成28年度の特定健診未受診者
〇調査方法 身分証明書を持った調査員（看護師、

保健師）による訪問調査
〇問 合 せ 健康増進課保険給付係
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総務課 (☎33-5625)
臨 時 職 員 募 集

串木野健康増進センター (☎33-3450)
自死について語る会のご案内

政策課 (☎33-5672)
製造事業所の皆様へ統計調査にご協力ください

健康増進課 (☎33-5613)
特定健診を受けていない方へ個別訪問を実施します

福祉課 (☎33-5618)
全国戦没者追悼式参列希望遺族の募集

職 種 事務補助 土木作業員 営農指導員

募集人数 １人 ２人 １人

業務内容 福祉課の
事務補助

市道・公園等
の維持補修及
び除草作業

農業全般の
営農指導

雇用期間 ６月１日～平成30年３月31日
※更新する場合あり

勤務時間 8:30～17:00 ※土・日・祝日除く

勤務場所 福祉課
(串木野庁舎) 串木野庁舎 農政課

(串木野庁舎)

賃 金 時給 810円 日額 6,700円 月額 160,000円
賞与有

資 格 等
パソコン操
作可能なこ
と

普通自動車
運転免許

営農指導経験
者・普通自動
車運転免許・
パソコン操作

募集期限 5月22日(月)

選考方法 面接（日時は後日連絡）

担 当 課 福祉課
☎33-5618

土木課
☎21-5151

農政課
☎33-5635

現在、いちき串木野市国民健康保険では、市内
の指定医療機関において、特定健診を実施して
います。健診期限は、１０月３１日までです。
9月・10月は医療機関が混み合いますので早
めの受診をおすすめします。



職場健診は、労働安全衛生法に基づく健康診断で、
健診内容には「特定健診」の検査項目が含まれてい
ます。
職場健診の結果を市役所に提出することで、特定

健診を受診したことに代えることができますが、市
役所では職場健診の受診状況が把握できません。
このため、職場健診の結果が出たら、特定健診受

診券に同封の問診票を記入し、職場健診の健診結果
票を持参のうえ、市の窓口へお越しください。
いただいた職場健診結果からメタボリックシンド

ロームに該当するかどうか判定し、必要に応じて健
康の維持・増進につながる情報を提供します。生活
習慣の改善が望ましい方には、生活習慣を改善して
いくために保健師・管理栄養士などの専門家がお手
伝いします。
健診結果を活用してメタボリックシンドロームを

予防・改善しましょう。
〇問合せ 健康増進課保険給付係（串木野庁舎）

市の国民健康保険では、生活習慣病、特に糖尿病
の早期発見、早期治療を目的に「糖尿病（詳細）健
診」を実施しています。対象者には、特定健診結果
報告会または訪問時に保健師が直接説明します。
〇対象者

特定健診や人間ドック、がんドック、職場健診、
医療機関からの情報提供の結果がHbA1c6.5％以
上の方（糖尿病治療中を除く）。

〇受診病院 健診協力医療機関で受診。健診料は無
料。

〇糖尿病（詳細）健診の内容

・空腹時血糖値もしくは随時血糖値
・HbA1c（過去１～２か月の平均的な血糖状態)
・尿中微量アルブミン（糖尿病腎症の早期発見
指標）

〇その他
・現在、糖尿病治療中の方にも保健師または看護
師が訪問することがありますのでご理解くださ
い。

・糖尿病は早期に発見し、生活習慣を改善すれば、
合併症や人工透析に移行するなどの重症化が予
防できます。

・糖尿病重症化予防のためにも対象となった方は、
ぜひ受診してください。

〇メタボじゃないあなたへ
「やせている人は特定健診を受けなくても良い」と
いうわけではありません。
特定健診では、メタボリックシンドローム以外に

もわかることがたくさんあります。また、生活習慣
を見直すことは健康の維持にもつながります。特定
健診を受診して自分の体の状態を確認しましょう。
〇特定健診でわかること
1.糖尿病、高血圧症、脂質異常症など

内臓脂肪型肥満がなくても罹り、早期に発
見・治療することで、心筋梗塞や脳卒中などの
予防につながります。

2.肝機能障害や腎機能障害など
進行するまで自覚症状が出にくい機能障害を

見つけるのに役立ちます。
3.生活習慣を改善した効果

毎年の健診結果で確かめることができます。
〇特定健診を受診すると財布に優しい

特定健診を受けずにいると生活習慣病の医療費
も高額になります。生活習慣病が重症化してから
医療機関を受診するためで、体への負担が重くな
るだけでなく、財布への負担も重くなります。
※医療費負担はこれだけ違う！

高血圧と糖尿病を併発している場合、本人
負担額が23万円も違ってきます。

（平成27年３月～平成28年２月診療の12か月分）

２

健康増進課 (☎33-5613)
国民健康保険加入者で職場健診を受ける方へ

健康増進課 (☎33-5613)
メタボじゃなくても特定健診を受診しよう！

健康増進課 (☎33-5613)

糖尿病のリスクが高い人のために糖尿病
重症化予防対策を実施しています

生活習慣病は、進行するまで「痛い」とか「苦
しい」という自覚症状はありません。早期発見の
ため、毎年特定健診を受診しましょう。

特定健診受診の有無 医療費本人負担額
受 診 者 19万円
未受診者 42万円

※治療中の方へ
特定健診は、血圧、脂質、血糖、腎機能、肝機能
の検査です。例えば、「血圧で治療中だから受けな
くても良い」という方が、実は血糖、脂質の状態が
悪くなっている場合が見受けられます。体の状態を
確認するためにも、年１回の特定健診を受診しま
しょう。



〇家 賃 入居世帯の所得に応じて設定されます
〇入居基準（主なもの）
・持ち家がなく、住宅に困っていること
・世帯の月額所得が158,000円以下であること
（詳細は住宅管理係まで）
・同居する家族がいること
・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

〇入居時必要なもの
・敷金（家賃の３か月分）
・駐車場保証金（2,490円 /1台）

駐車場は１世帯につき２台まで
・連帯保証人（２人）

〇申込期限 ５月22日(月)
※公募住宅は年数も経過しており壁等に傷みや汚
れがあります。

〇抽選日
５月30日(火) 10:00 串木野庁舎２階会議室

〇入居予定日 ６月７日(水)
〇申込・問合せ
・都市計画課 住宅管理係
・土木課 土木総合窓口係（串木野庁舎）

軽自動車税の納期限は５月３１日です。
４月１日現在、身体障がい者が所有する軽自動車な
ど、次の場合は、軽自動車税が減免の対象となるの
で申請してください。昨年、減免を受けた方も手続
きが必要です。
なお、普通自動車で自動車税が減免となっている

場合、軽自動車で減免は受けられません。
〇減免の対象となる軽自動車等
①歩行が困難な身体障がい者が所有する軽自動車
等で、もっぱら自身が運転するもの

②歩行が困難な身体障がい者または精神障がい者
が所有する軽自動車等(※1)で、もっぱら自身の
通学・通院・通所・仕事などのために、家族など
一緒に生活する方が運転するもの
※１ 身体障がい者で18歳未満の方または精神障がい

者と生計を一にする方が所有する軽自動車等を
含む

③歩行が困難な身体障がい者等のみで構成される
世帯が所有する軽自動車等で、もっぱら通学・
通院・通所・仕事などのために、世帯員を常時
介護する方が運転するもの

④車の構造がもっぱら身体障がい者等が利用する
ためのもの

※肝臓機能障害も減免対象になります。
※下肢障害６級以上を含み、かつ、異なる部位の
障害等級の合算判定の結果、合算後等級が２級
以上となる場合、生計同一者または常時介護者
による軽自動車の運転は、減免対象になります。

※身体障がい者等一人につき１台に限ります。
※身体障害者の手帳の級に該当しても、障害の内
容によっては減免が受けられない場合もありま
す。

〇申請期限 ５月24日(水)
〇申請方法
次のものを持参し、窓口で申請してください。
・身体障害者手帳、療育手帳等
・当該車両を運転する方の運転免許証
・マイナンバーカードまたは通知カード等
・車検証
・軽自動車税納税通知書
・印鑑

〇申請窓口・問合せ 税務課
市来庁舎市民課

３

都市計画課 (☎21-5154)
市営住宅入居者募集

住 宅 名 建設年度
募集戸数 構 造・設 備 単身

入居

ウッドタウン
(脳神経外科
近く)

平成11年度
１戸

木造２階建・
３LDK・水洗トイレ 不可

平成12年度
１戸

木造平屋建・
３LDK・水洗トイレ 不可

税務課 (☎33-5616)
軽自動車税の減免申請はお早めに

交通事故の損害賠償問題でお困りの方へ
自動車事故の被害にあわれ、示談をめぐる損害

賠償額の問題でお困りの方へ、担当弁護士が「中
立・公正」な立場で、当事者間の紛争解決のお手
伝いをします。
被害者ご本人に損害賠償問題の法律知識がなく、

交渉に不慣れでも安心してご利用いただけます。
弁護士費用は一切かかりません。(無料です)
まずは、電話で予約をお願いいたします。

〇問合せ
（公財）交通事故紛争処理センター 福岡支部
☎092-721-0881

（注）ご相談になじまない場合もありますので、
とりあえずお電話をお願いいたします。



献血を実施します。多くの方々のご協力をお願い
します。
〇日 時 ５月13日(土)
〇受付時間 9:30～16:00
（各会場ごとにお昼休憩が１時間あります）

〇場 所 ・市民文化センター
・Ａコープ串木野店
・濵田屋伝兵衛 (市来郵便局横駐車場)

〇献血量 400ml
〇献血年齢 18歳から69歳まで（男性は17歳から）
※ただし、65歳以上の方は、健康を考慮し、60歳
から64歳の間に献血経験がある方に限ります。

〇体 重 男性・女性とも50㎏以上
〇問合せ 公益社団法人串木野青年会議所

☎32-1315

毎年５月は「消費者月間」です。「行動しよう 消
費者の未来へ」を統一テーマに、全国で消費生活問
題の解決に向けた取組を行います。
本市では次の取組を行います。

〇消費生活に関する見守り情報等のパネル展示
・日時 ５月９日(火)～５月21日(日) (9:00～20:00)
・場所 ドリームセンター にぎわいホール
・内容 ｢今どんな手口で勧誘が行われているのか」、

「どんな製品事故が発生したのか」など最
新の情報をお知らせします。

〇街頭キャンペーン
・日時 ５月12日(金) （11:00～12:00)
・場所 ニシムタ串木野店食鮮館
・内容 消費生活に関するチラシやグッズ（ボール

ペン等）の配付。
消費生活センターのご案内

昨年度、鹿児島市、日置市、姶良市、いちき串木野
市の４市で締結した鹿児島連携中枢都市圏の協定に
より、鹿児島市にある「かごしま環境未来館」の講
座・イベントに参加できるようになりました。
講座内容は、かごしま環境未来館のホームページ

でご確認ください。
〇問合せ かごしま環境未来館 ☎099-806-6666
〇ホームページ http://www.kagoshima-miraikan.jp/

男女共同参画の基礎知識や、身近なところで男女
共同参画の理解を広めるスキルを学びませんか。

〇開催時間 全講座 13:15～16:45
〇会 場 かごしま県民交流センター東棟３階
〇受講資格 全回受講できる方
〇参 加 費 無 料 ※託児もあります
〇定 員 60人
〇締 切 ６月３日(土)
〇申込・問合せ 鹿児島県男女共同参画センター

（かごしま県民交流センター内）
☎099-221-6603 FAX 099-221-6640

メール p-harmony@pref.kagoshima.lg.jp

市の公共下水道の排水設備等の工事は、市が指定
した指定工事店が行うこととなっています。
平成29年度の排水設備指定工事店の新規及び継続

指定申請を受け付けますので、関係書類を添付して
申請してください。
〇申請期限 ５月31日(水)
〇提出・問合せ 上下水道課 下水普及管理係

上下水道課 (☎21-5157)

市排水設備指定工事店の新規・
継続指定申請受付について

４

串木野健康増進センター (☎33-3450)
第37回「愛のカーネーション献血」

政策課 (☎33-5672)
男女共同参画基礎講座受講者募集

水産商工課 (☎33-5638)
５月は「消費者月間」です

生活環境課 (☎33-5614)

かごしま環境未来館の講座・イベン
トに参加できるようになりました

「困った」、「どうしよう」・・・
訪問販売や電話勧誘など消費生活について困っ

たときは、ひとりで悩まず、消費生活センターへ
相談ください。問題解決のための助言や情報提供、
あっせんなどを行っています。
⎡ ⎤
｜ ｜
｜ ｜
｜ ｜
｜ ｜
⎣ ⎦

期 日 内 容 ・ テ ー マ

６/10(土)

・データで読み取る鹿児島県男女共同
参画の現状と課題

・男女共同参画についての基本的な考
え方

６/17(土) ・男女共同参画と人権

６/24(土) ・「私」を振り返り「私」に出会うワークショップ

７/１(土) ・地域福祉と男女共同参画

困ったときはすぐ相談
・消費生活センター ☎33-5638
・消費者ホットライン ☎188



『あなたなら 無事故の着地 決められる』
６月４日から１０日まで、危険物安全週間です。
あなたの職場や家庭で使用しているガソリンや灯

油、軽油などの取扱い・保管方法は適正ですか？
危険物に対する正しい知識を身に付け、災害を未

然に防ぎましょう。
〇適正な容器で保管しましょう。
〇容器のふたはしっかり閉め、
転倒、落下を防止しましょう。

〇火気周囲での取扱いは絶対に
止めましょう。

※一定数量以上の危険物を貯蔵・取扱う場合は、消
防署への届出や許可が必要になります。
詳しくは、消防本部予防課危険物係、またはいち
き分遣所（☎21-5077）にお尋ねください。

〇講習の対象となる危険物取扱者
危険物の取扱い作業に従事している危険物取扱

者は次の期限までに受講してください。
・継続して危険物の取扱い作業に従事している場合
→前回の講習受講日以後における最初の４月１日
から３年以内

・新たに危険物の取扱い作業に従事した場合
→従事することとなった日から１年以内

・新たに危険物の取扱い作業に従事した場合で、過
去２年以内に免状の交付を受けているか、講習を
受講している場合
→免状交付日または前回の講習受講日以後におけ
る最初の４月１日から３年以内

〇講習の期日及び開催場所
７月４日から10月26日までの間、県下各地で開

催されます。
〇受講申請書の受付期間

６月１日(木)～６月23日(金)(消印有効)
〇受講申請書の受付場所

一般社団法人 鹿児島県危険物安全協会
（土・日曜日除く）
※受講申請書は、消防本部といちき分遣所にあり
ます。

突然目の前で大切な人が倒れてしまったら…。
一刻を争う救急患者を救うには、その場にいたあな
たの適切な救命手当が何より重要です。
大切な人の命を守るため、講習で正しい知識と技

術を身に付けましょう。

※受講料は、すべて無料です。
※訓練人形やＡＥＤトレーナーを使った簡単な実技
が中心で、中学生以上（救命入門コースは10歳以
上）の方なら誰でも受講できます。

※コースに応じて修了証または参加証を交付します。

〇日 時 ５月28日(日) 9:00～12:00
〇場 所 消防本部 ２階会議室
〇定 員 20名（定員になり次第締切）
〇対象者 市内に居住または勤務（在学）している

中学生以上の方
〇受講料 無料
〇申込み ５月26日(金)までに消防本部救急係へ

子ども達の英語のコミュニケーションの素地・能
力を向上させることを目的に、英語検定の受験料の
一部を補助します。
〇対 象 者 本市在住小・中学生の保護者
〇補 助 額 英検受験料のおおよそ半額

（児童生徒１人につき年度内１回のみ）
〇申請方法

市内公立中学校と神村学園の場合、学校で取り
まとめて手続きをすることができます。それ以外
は直接教育委員会で手続きしてください。（領収
書・印鑑等が必要）

〇問 合 せ 教育委員会総務課

消防本部 (☎32-0119)
危 険 物 安 全 週 間

消防本部 (☎32-0119)
普通救命講習会の受講者募集

５

消防本部 (☎32-0119)

平成29年度 救命講習のご案内
～消防署では救命講習を毎月行っています～

講習の
種 類 内 容 講習

時間 講 習 日

普通救命
講習会

心肺蘇生法
AEDの使い方
止血などの応急手
当

180分

第４日曜日
５月.７月.
９月.11月.
１月.３月
に実施

救命入門
コース

心肺蘇生法
（人工呼吸除く）
AEDの使い方

90分
第４金曜日
６月.８月.
10月.12月.
２月に実施

消防本部 (☎32-0119)
平成29年度 危険物取扱者保安講習

教育委員会総務課 (☎21-5126)
英語検定の受験料を補助します

〇危険物を貯蔵・取扱う事業所で
は、保安体制を徹底しましょう。



シンガポールで10月26日から28日に開催される日
本食見本市に、いちき串木野市ブースを出展します。
このブースに、本市特産品を出展する事業者を募

集します。出展説明会を開催しますので、関心のあ
る方はぜひお申し込みください。
〇日 時 ５月26日(金) 15:00～16:00
〇場 所 串木野庁舎地下大会議室
〇内 容 見本市の概要、出展までの準備事項、

出展・渡航費用について等
〇申込締切 ５月24日(水)
〇申込･問合せ 政策課国際交流係 ☎33-5624

メール seisaku4@city.ichikikushikino.lg.jp

４月から６月は田植えの準備やさつまいもの定植、
春野菜などの収穫等で忙しい時期なので、特に農作
業中における事故に注意する必要があります。
農作業事故の未然防止と安全対策に努めましょう。

○農業機械や作業場所は、事前の点検・整備を徹底
する。

○農業機械の点検・整備の時は、必ずエンジンを止
める。

○出かける時は家族に一声かけ、携帯電話を忘れな
い。

○ゆとりある無理のない農作業を計画して、農業機
械の操作に十分注意する。

○農業機械を圃場へ搬入出する際は、進入路や路肩、
あゆみ板など段差のある場所に注意して、機械の
転落・転倒事故を未然に防ぐ。

○乗車時は必ず安全フレームを適正に装着して、
シートベルトを着用する。また、巻き込まれ事故
を防ぐため服装に留意する。

○圃場作業以外は、左右ブレーキペダルを連結し、
農作業中の降車時は、必ずエンジンを止め、ブレー
キで固定する。

○農業機械の取り扱いは安全チェックを徹底し、事
故頻度が高い動力刈払機は安全使用を心がける。

○耕運機による挟まれ事故を防ぐため、作業場所の
安全性を確認するとともに、いつでも緊急停止で
きるようにしておく。

○万が一の農作業中の事故に備え、労災保険等に加
入する。

くれぐれも「自分だけは大丈夫」「いつもと同じ作業
だから大丈夫」と思わずに、ゆとりをもって、無理
のない農作業を心がけましょう。

環境保全型農業の基本である「土づくり」を推進
し、市内畜産農家が製造した堆肥の地元利用を図る
ため、堆肥購入費の助成を行っています。
申請を希望する方は審査が必要です。必ず事前に

お問い合わせください。
〇対 象 者 農家台帳に記載のある農家

（市税等の滞納が世帯員にないこと）
〇対象農地 農家台帳に記載のある農地
〇対象堆肥 県へ届出を行った市内の畜産農家等が

製造・販売する完熟堆肥
〇堆肥取り扱い事業者等

JAさつま日置、尾崎牧場、オクト㈱、橋口勝利、
梅北伸博、冨永孝一、ヤブサメファーム

〇補助割合 県指針等を上限とした堆肥購入経費の
1/4を助成（100円未満切捨）

※牛ふん主体の完熟堆肥量（10aあたりトン数）の例

〇申請期限 平成30年３月30日(金)まで
〇添付書類 堆肥を購入した領収書等（領収書の日

付は平成29年４月１日～平成30年３
月31日のものに限ります。）

〇問 合 せ 農政課農林係

田植え前に、ジャンボタニシの被害に困っている
農家を救うために、ジャンボタニシ捕獲大会を開催
します。みなさんの力をお貸しください。
〇日 時 ６月３日(土) 10:00～
〇会 場 川上舟川後の棚田
〇内 容・制限時間に捕獲したジャンボタニシの重

さで順位を決定
・参加者にはおにぎりを準備
・入賞者には収穫後に新米を贈呈

〇定 員 20名
〇対象者 中学生以下
〇参加料 無料
〇準備するもの 着替え・飲み物
〇申込締切 ５月26日(金)
〇申込･問合せ 舟川後棚田保全会事務局(農政課内)

☎33-5636

政策課 (☎33-5624)
Food
フード

Japan
ジャパン

2017 参加者募集
農政課 (☎33-5635)

堆肥助成をご利用ください

６

農政課 (☎33-5635)
平成29年春の農作業事故ゼロ運動

単位：t/10a 水 稲 野菜類 かんきつ類

完熟堆肥量 1.5 ２～３ 2.0

農政課 (☎33-5635)
ジャンボタニシ捕獲大作戦 参加者募集



４月１日付で新しい役員が選任されました。
任期は平成33年３月31日までの４年間です。
●理事長 逆瀬川 久 ●副理事長 寺師 和男
●理 事 前屋 清美 松﨑 純孝 松永 保男

西久保清助 池田 豊 松尾 隆志
久木野孝一 木場 俊行

●総括監事 樋ノ口 実 ●監 事 木ノ下伊丸

農業機械化研修は、農業機械利用技能者を養成す
るため、鹿児島県農業大学校で行われる研修です。
農業機械利用技能者は、地域や各種組織等で、農

業機械の利用や安全な農作業を推進するうえで中核
となる人材です。

※受講資格の詳細はお問い合わせください。
〇受講申込 ６月16日(金)までに受講予約が必要で

す。なお、希望者が多い場合、希望の
日に受講できない場合があります。

〇申込・問合せ 農政課

職業訓練指導員として必要な指導・訓練方法等の
能力を習得する講習会です。厚生労働省の講習実施
要領により実施されます。
講習終了後、申請すると、鹿児島県知事から職業

訓練指導員免許が交付されます。
〇日 時 ７月25日(火)～27日(木)

８月１日(火)～３日(木)の６日間
（各日とも9:00～17:00）

〇場 所 ポリテクセンター鹿児島（予定）
鹿児島市東郡元町14-3

〇受講資格（主なもの）
・技能検定（国家試験）の１級・単一等級合格者
・職業能力開発校修了者で４年～10年の実務経験者
・学校教育法による免許職種に関する学科を修め、
大学卒者２年、短大・高等専門学校卒者４年、高
等学校卒者７年の実務経験のある者

〇受付期間 ５月22日(月)～６月２日(金)必着
〇定 員 30名(定員になり次第締め切り)
〇受講料 15,600円（テキスト代込み）
〇申込・問合せ

鹿児島県職業能力開発協会
☎099-226-3240

〇期 間 ５月20日(土)・21日(日)の２日間
〇場 所 荒川川・荒川小学校・荒川交流センター
〇内 容
【土・日共通】
地元郷土芸能、太鼓演奏、絵画作品展示、地元野
菜などの展示販売。荒川川でホタル見学。

【土曜日のみ】
夕食の販売、地元芸能(踊り)。
（夕食は要予約・１食500円）
ただし、荒天の場合は日曜日に延期。

〇シャトルバス ５月20日(土)のみ運行
(運賃無料・要予約 定員になり次第締切)

【シャトルバス時刻表】

※会場周辺は駐車場が少ないため、できるだけシャ
トルバスをご利用ください。

【シャトルバス・夕食の予約】
・締切 ５月17日(水)
・申込・問合せ 観光交流課

【ホタルガイド】
・５月19日(金)～23日(火)
19:30までに荒川交流センター駐車場に集合

【絵画作品展示】
薩摩金山蔵 ５月27日(土)～６月11日(日)
終了後、串木野庁舎で展示します。

７

いちき串木野市土地改良区 (☎33-5636)
いちき串木野市土地改良区の役員が決まりました

農政課 (☎33-5635)
平成29年度「農業機械化研修」受講生募集

水産商工課 (☎33-5638)
職業訓練指導員講習生の募集

研修種目 農業機械士養成研修 農業機械士応用研修

研修内容
(取得でき
る資格等)

農業機械の構造､取扱、
点検整備、安全等に関
する基本的な知識・技
能を修得
(大特免許農耕車限定)
(農業機械士)

けん引用農業機械の
運転操作や簡易な修
理などの知識・技能
を修得
（けん引免許農耕車
限定）

対 象 者 農業者、農大生、自治
体や農業団体等の職員 農業機械士

受講資格
(※)

普通免許以上の所有者
・両眼で0.7以上の視力
・地域振興局等で振替研
修を受講した者は学
科研修を免除できる

両眼で0.8以上の視
力

年開催回数 ８回 ５回
１回の定員 30名 25名
研修期間 ５日 ５日

観光交流課 (☎33-5640)
第16回 荒川ほたるでナイト開催

区 分 ＪＲ
串木野駅

JA荒川出張所駐車場
(荒川交流センター近く)

ＪＲ
串木野駅

第１便 17:00 発 17:15 着 ― ―
第２便 18:00 発 18:15 着 18:30 発 18:45 着
第３便 19:00 発 19:15 着 19:30 発 19:45 着
第４便 20:00 発 20:15 着 20:30 発 20:45 着

― ― 21:00 発 21:15 着



〇日 時 ５月27日(土) 15:00～21:00 雨天決行
〇場 所 旭町中央通り商店街・中央通り商店街

ドリームキャノピー～ロータリー手前まで
〇内 容
・光のパラソルブース 食べ物、雑貨などの販売

(約60店舗)、各種展示
・ワークショップブース 様々な技術体験
・ステージイベントブース 音楽演奏・ダンス披露

〇問合せ くしきの盛り上げ隊
服部 ☎090-2710-6394
竹原 ☎080-6333-9730

毎月第３日曜日に開催している青空市、Tiny Soul
タイニー ソウル

Market
マーケット

の次回開催は、６月18日(日)で、出店者も
現在募集中です。なお、５月21日は開催しません。
詳しくはお問い合わせください。
〇問合せ Tiny Soul Market サポート局

小林 080-5384-8742 上地 090-8289-3901

〇日 時 ５月28日(日) 開会式9:30～
〇場 所 いちき串木野パークゴルフ場
〇募集人員 80人（定員になり次第締切）
〇参 加 料 １人 1,500円(昼食・プレー代含む)
〇申込期限 ５月15日(月)
〇申込・問合せ 串木野ロータリークラブ事務局

中村 ☎33-0352

歴史的な関わりが深い岐阜県の青少年と交流する
事業です。詳しくは県のホームページをご覧くださ
い。青少年の皆様の参加をお待ちしております。
〇日 時 7月20日(木)～24日(月)
〇場 所 岐阜県内
〇参加資格 中学生から概ね30歳の心身健康な県民
〇参加定数 県下で20名
〇参 加 費 10,000円
〇募集期限 ５月19日(金)まで
〇問 合 せ 鹿児島県県民生活局

青少年男女共同課青少年育成係
☎099-286-2557

平成29年度いちき串木野市生涯学習講座の開講式
を次のとおり行います。
〇日 程 ５月12日(金)
・開講式受付 9:00 ～ 9:20
・講座ごとの打合せ 9:20 ～ 9:50
・開講式 10:00 ～ 10:20
・講演会 10:20 ～ 11:30

講師 尚古集成館館長 松尾千歳 氏
演題 「世界史の中の鹿児島」

〇場 所 市民文化センター 大ホール
※中央高齢大学の開講式も兼ねています。高齢大
学生の方は10:00までにお越しください。

※講演会は、どなたでも無料で参加できます。
※駐車場の混雑が予想されますので、出来るだけ
乗り合わせてお越しください。

毎年５月12日は「民生委員・児童委員の
日」です。今年度は民生委員制度創設から
100周年という大きな節目の年度になりま

す。民生委員は地域住民の身近な相談相手・見守り
役として地域の安全・安心のために活動しています。
５月12日から１週間を活動強化週間として本市で

は児童生徒へあいさつ運動を行います。

８

水産商工課 (☎33-5638)
『傘酔夜市（かさよいよいち）』開催

水産商工課 (☎33-5638)
次回のTiny Soul Market

タイニィ ソウル マーケット

は６月18日の開催です

市民スポーツ課 (☎21-5129)
第１回串木野ロータリークラブ杯パークゴルフ大会

社会教育課 (☎21-5128)

第46回「鹿児島・岐阜青少年
ふれあい事業」団員募集

社会教育課 (☎21-5128)
生涯学習講座開講式

交通規制のお知らせ
当日会場が歩行者天国になるため、臨時バス停を
ご利用ください。

タイヨー

臨時バス停

歩行者
天国

鹿児島銀行

本町バス停(まちなかサロン)
５月27日は臨時バス停をご利
用ください。

規制時間 ５月27日(土)
12:00～22:00

ドリームドリーム
キャノピーキャノピー

福祉課 (☎33-5618)
５月12日は「民生委員制度100周年の日」です

こんな悩みはありませんか？
「生活の不安」、「ご近所のこと」「子育てのこと」
「虐待かも」・・・
民生委員・児童委員はあなたの身近な相談役とし
て、適切な関係機関への支援の「つなぎ役」です。
相談は守秘義務があり、秘密は必ず守ります。



９

社会教育課 (☎21-5128)
生 涯 学 習 講 座 (短 期 講 座) 受 講 生 募 集

〇会 場 両講座とも中央公民館
〇申込締切 ５月22日(月)
〇受 講 料 無料(材料費等は実費負担)
〇申 込 み 社会教育課、中央公民館、いちきアクアホールにある申込書に記入し、備え付けのポストに

投函。（ファックスでの申込も可。氏名・住所・電話番号・年齢・申込講座名を記入。
ＦＡＸ 36-5044）

※申込者が少ない場合は開講しないことがあります。
※定員を超えた場合は、初めての方を優先し、それ以外は抽選となります。
申込結果は全員に通知します。

講 座 名 募集数 講座内容 実施日・時間

アロマセラピー教室 一般15名
香りを楽しみ、心身の健康や美容に生か
せる物をつくります。（材料費500円
～3,000円）

６/７ ７/５ ９/６
10/４ 11/１ 12/６
水曜日開催 (全６回)
13:00～14:30

きらめく人生の作り方 一般15名

①整理の基本 ②モノとの上手な別れ方
（洋服・書類） ③お金の整理 ④エン
ディングノートと自分整理 ⑤掃除の極
意・おさらい

６/８ ７/６ ９/７
10/５ 11/９
木曜日開催 (全５回)
10:00～12:00

託児サービスはありません。
〇場 所 総合観光案内所研修室
〇予約・問合せ 総合観光案内所 ☎32-5256 http://ichiki-kushikino.com/

観光交流課 (☎33-5640)
総合観光案内所６月体験講座生 募集

居住地を問わず受講できます。申し込みは先着順です。

講 座 日 時 対象・定員 内 容
参加料
(材料代)
一人

申込
期限

～お茶のいいとこ
丸ごと学べる～
日本茶のおいしい
いれ方＆ランチ作り
【調理体験】

６/10(土)
10:00～13:00

小学生以上
20名

（初心者向け）
おいしい日本茶の入れ方体験。
地元の食材と緑茶を使った料理作り。

1,000円 ６/３
(土)

魚のさばき方＆
好きになる魚料理
【調理体験】

６/25(日)
10:00～13:00

料理初心者
または
小学生以上
の親子20名

（初心者向け）
魚のさばき方の基本と、魚を使った料理
数種類を作ります。男性もぜひどうぞ。

1,600円
６/17
(土)

切り絵師に学ぶ
【切り絵体験】

平日の
約２時間 6名 講師の指導のもと、はがきサイズの作品

を作り、持ち帰ることができます。 3,000円 通年



10 発 行:いちき串木野市役所 政策課
〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

(TEL)0996-32-3111 (FAX)0996-32-3124

ホームページ：http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/
携帯用：http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/mobile/
E-mail：info@city.ichikikushikino.lg.jp

●｢占いサイト｣に夢中になり、高額な料金を支払ったという相談が寄せら
れています。

●ポイントの購入により相手とメールなどができるシステムの｢占いサイ
ト｣では、相手の誘導でやり取りを重ねているうちに、気づいたときに
は、多額の費用をつぎ込んでいたということもあります。

●｢幸せになれる｣などと言われても、相手の言葉をうのみにせず、冷静に
なりましょう。家族や身近な人に相談することも大切です。

●困ったときは、いちき串木野市消費生活センター(☎33-5638)または消
費者ホットライン(☎188)にご相談ください。


