
　臨時調理員を募集します。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。 
○募集人員　１名 
○資　　格　特になし 
○募集期間　8月5日（月）～8月19日（月） 
○勤務場所　生福保育所 
○勤務時間　8：30～17：00（月10日程度） 
○賃　　金　日額5,100円 
○雇用期間　9月2日（月）～平成26年３月末まで 
　　　　　　ただし、再雇用する場合があります。
○選考方法　面接（日時は、後日連絡します） 
○問 合 せ　福祉課社会福祉係 ☎33－5618  

おしらせ版おしらせ版第86号
いちき串木野
広 報

総務課（☎33‒5625） 福祉課（☎33‒5618）
臨時職員（総合体育館管理人）募集 臨 時 調 理 員 募 集
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　臨時職員を募集します。応募される方は、履歴書を
串木野庁舎総務課または市来庁舎市民課に提出して
ください。
○募集人員　3名（予定） 
○仕事内容　総合体育館の管理運営 
○資　　格　特になし 
○募集期間　8月23日（金）まで 
○勤務場所　総合体育館（多目的グラウンド横）
○勤務時間　8：30～22：00の間で交代制 
○勤 務 日　原則 火～日曜日（週4～5日程度）
○賃　　金　時給690円 
○雇用期間　10月20日（日）～平成26年３月まで（延長予定有） 
○選考方法　面接（日時は、後日連絡します）
○問 合 せ　市民スポーツ課 ☎21－5129  
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お盆時の木原墓地付近の道路交通規制と臨時バスの運転について
 生活環境課(☎33‒5614)

　８月14日(水)と15日(木)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(濵田水産前)・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　　木原墓地行き　始発 16：20（30分～40分間隔で運行）     
　　　　　　　　　　　　 最終 19：40             
　　　　　 市街地行き   最終 20：20 

○規制時間　16：00～20：30 
○駐車禁止
○一方通行　→
○駐 車 場
指定方向外進行禁止㋑～㋥ 
○進入禁止　神村学園前交差点

踏切（一旦停止）

神村学園
別府→別府→←大原←大原 別府→

酔之尾交差点
←大原

酔之尾東
団地

国道３号線国道３号線国道３号線

福山石材
入口入口

出口出口出口

入口

バス降場

バス乗場

イ ロ

ハ
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　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（木）10：00～ 
○場　所　市民文化センター 

　市では65歳以上の高齢者の方々が、元気で健康的
な生活を送るための支援事業として「高齢者元気度
アップ・ポイント事業」を実施しています。
　これは、自主的に健康づくりや社会参加活動に参
加するとポイントがもらえるもので、貯まったポイント
は地域商品券と交換できます。
　参加を希望される方は、説明会への出席と登録が
必要になりますので、市来庁舎の地域包括支援セン
ターへ電話でお申し込みください。
　　　　　　　　　　記
○参加できる方
　市内居住で65歳以上の方
○ポイントが付く活動
　①市が実施する健康増進・介護予防等に関する活動
　②介護保険施設等におけるボランティア活動
○ポイントの交換上限
　１ﾎ ｲ゚ﾝﾄ100円で、年間50ﾎ ｲ゚ﾝﾄ（5,000円の商品券）
　まで交換できます。
○申込締切　8月13日(火）
○説明会
・8月21日(水)10：00～串木野庁舎２階会議室
・8月22日(木)10：00～市来庁舎３階会議室

　放送大学は、テレビやインターネットを利用して授業
を受ける通信制の大学です。 
　働きながら学んで大学を卒業したい、学びを楽しみ
たいなど、様々な目的で幅広い世代、職業の方が学ん
でいます。心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学
など、幅広い分野を学べます。 
　詳しい資料を無料で送付します。お気軽にお問い
合わせください。 
○出願期間　8月31日(土)（必着） 
○資料請求　放送大学鹿児島学習センター  
　　　　　　☎099－239－3811  
　　　　　　または、放送大学ホームページをご覧く
　　　　　　ださい。 

　プールの特性を利用し、体重の約１/５の重さで、 
色 な々水中歩行をし、膝痛や腰痛等を軽く楽にする教
室です。 
　運動をしたくても、膝痛や腰痛等のため運動不足
になっている方、膝痛や腰痛に効果のあるプール運動
の仕方を知りたい方、ぜひ、ご参加ください。 
○日　時　９月６日（金）～10月25日（金）までの毎週金曜日
　　　　　（計８回）13：30～16：30 
○内　容　健康運動指導士による「健康運動の話」
　　　　　・「簡単筋力チェック」・「適切な水中歩
　　　　　行運動」 
○会　場　市来保健センター・市来ふれあい温泉セ
　　　　　ンター 
○参加料 1,200円程度（損害保険料とプール代８回
　　　　　分） 
○対象者　いちき串木野市国民健康保険加入者で
　　　　　74歳未満の方 
○募集人員　25名  
○申込期限　8月12日（月）～8月23日（金） 
○申 込 み　健康増進課保険給付係 
　　　　　　※持病のある方は、必ず主治医に相談
　　　　　　のうえ、お申し込みください。

○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。
○場　所　いちき串木野市働く女性の家
○受講料　無料（ただし、材料費実費負担）
○申込み　8月23日（金）までに、来館又は電話でお申
　　　　　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、
　　　　   事前にお申し込みください。 
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戦 没 者 追 悼 式
福祉課（☎33‒５618）

高齢者元気度アップ・ポイント事業参加者の募集
地域包括支援センター（☎21‒５172）

「オサラバ関節痛プール教室」の参加者募集
健康増進課（☎33‒5613）

放送大学10月生募集 

講 座 名 日　時
内　容

（持ってくる物）

タ イ ル ア ー ト

9/4（水）

10：00～

12：00

20

名

取り外しの出来る
２段棚に色とりど
りのタイルを貼っ
て素敵なインテリ
アに！（手拭タオ
ル・持ち帰り用袋）

リンパマッサージ

9/19（木）

10：00～

12：00

20

名

リンパ液の循環を
改善し体内に溜ま
った老廃物や毒素
を排出して免疫力
を高めましょう！

働く女性の家 働く女性の家 
いきいき女性講座受講生募集いきいき女性講座受講生募集

働く女性の家 働く女性の家 
いきいき女性講座受講生募集いきいき女性講座受講生募集

働く女性の家 
いきいき女性講座受講生募集

働く女性の家（☎32-7130）

定 

員
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  串木野高校生涯学習県民大学では、韓国語の基礎
講座の受講生を募集します。 
○内　容　ハングルの読み書き、基本会話の習得 
○対象者　韓国語に関心のある県民で、成人の方 
○開催日時　9月13日（金）～11月29日（金）      
　　　　　毎週金曜日（10/25・11/8を除く計10回）      
　　　　　18：00～20：00 
○定　員　20名（先着順） 
○場　所　串木野高校視聴覚室 
○受講料　無料（教科書代2,500円程度自己負担） 
○講　師　串木野高校職員（今德） 
○申込方法　往復はがき【住所・氏名（ふりがな）・
年齢・性別・電話番号を記入】 
※返信はがきで申込結果を通知するので、宛先・宛名
　を記入のこと。 ※FAX申し込みも可 
○申込締切　８月30日（金）必着 
○申込・問合せ　〒896-0024美住町６５番地 
　　　　　　　　串木野高校県民大学係 今德 
　　　　　　　　☎32－2064 FAX 32－2046 

○内　容　韓国語会話（中級） 
○対象者　ハングルを読めて書ける方。韓国語であい
　さつができ、身の回りのことを韓国語で伝えられる  
　方。学習歴2年以上程度（ハングル能力検定4級程
　度以上）の方。 
○開催日時　９月13日（金）～11月29日（金） 
　　　　　　18：00～20：00 毎週金曜日 
　　　　　 （10/25・11/8を除く計10回） 
○定　員　10名（先着順）  
○場　所　串木野高校社会科室 
○受講料　6,000円（2,000円×3ヶ月） 
　　　　（別途、教科書代2,500円程度必要） 
○講　師　串木野高校職員（今給黎） 
○申込方法　往復はがき【住所・氏名（ふりがな）・
年齢・性別・電話番号を記入】 
※返信はがきで申込結果を通知するので、宛先・宛名
　を記入のこと。 
※FAX申し込みも可 
○申込締切　８月30日（金）必着 
○申込・問合せ　〒896-0024 美住町６５番地    
　　　　　　　　串木野高校 今給黎  
　　　　　　　　☎32－2064 FAX 32－2046 

「韓国語基礎講座」受講生募集
社会教育課（☎21‒5128） 社会教育課（☎21‒5128）

社会教育課（☎21‒5128）

「韓国語（中級）自主講座」受講生募集 

生涯学習講座（短期講座）受講生募集生涯学習講座（短期講座）受講生募集生涯学習講座（短期講座）受講生募集

講　座　名 講　座　内　容 会　場 実　　施　　日

はじめての
アロマテラピー 中央公民館

木工教室 愛林工房
・観音ヶ池

エッセー
入門教室 中央公民館

やさしい
男性料理教室 中央公民館

郷土料理教室 中央公民館

香りを楽しみ、ストレス
解消、心身の健康や美容
に生かします。 
実技を通して木工の基礎
を学び、木皿などの木工
品を製作します。 
自分の考えや思い出を楽
しい文章にしてみる文章
入門教室です。 

キッチンに立つのが楽し
くなり、焼酎の肴も作れ
るようになります。 
郷土の食材を生かし、運
動会や行楽の弁当に役立
つ内容です。 

木曜日（全5回）19：30～21：00
9/5・9/19・11/7・11/21・12/5

土曜日（全3回）9：30～12：00
9/28・10/12・10/26

土曜日（全2回）9：30～12：00
9/7・9/21

木曜日（全6回）9：00～11：30
9/12・9/26・10/10・10/24
・11/6・11/20　※11月は水曜日   
火曜日（全6回）13：30～15：00
9/10・9/24・10/8・10/22
・11/5・11/19

○対象者　一般成人
○定　員　各講座15名（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。申込結
　　　　　果は各人に通知します）
○受講料　無料(材料費は実費負担)
○申込み　8月19日(月)までに、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、備え付けのポストに投函。（ファックスでの申込みも可。氏名・住所・電話番号・
　　　　　年齢・申込講座名を記入）（ＦＡＸ36－5044）
○その他　申込者が少ない場合は開講しない場合があります。



○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名）
○申込期間
　８月20日（火）１７時まで
　※公募住宅は年数も経過しており壁等の汚れがあ
　　りますが、ご了承ください。
○抽選日
　８月23日（金）10時～市来庁舎１階会議室
○入居予定日　平成25年９月５日（木）
○申込・問合せ
　・都市計画課建築係
　・土木課土木総合窓口係（串木野庁舎）

　平成25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 
　・連帯保証人は、保護者と本市に在住する方の２名 
　※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  
　・月額15,000円以内・・・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30,000円以内・・・大学、専修学校、 
　　　　　　　　　　　 　高等専門学校専攻課程 
○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　５名程度 
○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　願書に必要書類を添えて提出 
　　　　　　※願書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27日(火) 
○申込・問合せ  教育委員会総務課

　平成26年成人式の実行委員を募集します。 
○対象者  
　・平成５年4月2日から平成６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みたい高校生、青年等 
○申込・問合せ 
　　８月30日（金）までに社会教育課へ 
※平成26年成人式は、１月３日（金）午前中に市民文化
　センターにて開催予定です。  

市 営 住 宅 入 居 者 募 集
都市計画課（☎21‒5154）

    平 成 2 5 年 度 奨 学 生 募 集
教育委員会総務課（☎21‒5126）
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平成26年成人式実行委員の募集  
社会教育課（☎21‒5128）

社会教育課（☎21‒5128）

住　宅　名 建設年度
募集戸数 構造・設備 備　　考

ウッドタウン
（脳神経外科
　　近く）

平成１８年度
　　１戸

木造２階建・
3LDK・水洗トイレ 単身入居不可

日ノ出住宅
（アクアホール
　　近く）

平成１４年度
　　１戸

耐火4階建（1階）・
３ＤＫ・水洗トイレ 単身入居不可

８月は「人権同和問題啓発強調月間」です

　県では、８月を「人権同和問題啓発強調月間」と定
め、この期間中にテレビ、ラジオスポットによる啓発放
送や新聞広告、ポスター、パンフレット等による人権
啓発活動を集中的に実施します。
 私たちの社会には、同和問題をはじめ、様 な々人権
問題が依然として存在しています。これらの人権問題
を解決するためには、県民一人ひとりが人権問題を正
しく理解し、人権の意義や人権尊重の重要性につい
て正しい認識を持つことが大切です。  
　県では、県民の皆様に人権同和問題に対する知識
と理解を深めていただくため、次の取り組みを実施し
ています。 

○研修専門員の派遣  
　公民館などが実施する地域の研修や企業の職場研
修などに、人権同和問題の講師を派遣しています。
（※土･日･祝日は、原則として派遣できません） 
○研修ＤＶＤ等の貸出  
　人権同和問題の啓発用ＤＶＤ等の貸出を無料で行
っています。貸出用リストは、県のホームページをご覧
ください。 

○問合せ 
　鹿児島県 県民生活局 人権同和対策課 
　☎099－286－2573
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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。 
○日　　時　11月3日（日）10：00～12：00 
○場　　所　鹿児島市（鹿児島県市町村自治会館） 
　　　　　　奄美市（奄美市役所） 
○受験手数料　5,000円 
○受付期間　8月1日（木）～8月30日（金） 
　　　　　　8：30～17：15（土・日は除く） 
○願書請求　市役所上下水道課（市来庁舎 ２階）で 
　　　　　　8月1日（木）から 
○試験問題　公益社団法人日本下水道協会の作成し
　　　　　　た共通試験問題を使用する。 
○合格発表　12月4日（水） 

○安心で便利な口座振替のご利用を
　　振り替え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。

強化します！水道料金の未納対策強化します！水道料金の未納対策強化します！水道料金の未納対策強化します！水道料金の未納対策強化します！水道料金の未納対策
上下水道課（☎21－5155）

～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。

　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。

○未納対策の流れ
　納入期限までに支払がなかった場合、次の手順で支払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、市はその責任を負いません。
※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。
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　浄化槽を設置している方は、水質に関する「法定検
査」を受けることが義務付けられています。 
　検査は、（公財）鹿児島県環境検査センターが事前
にハガキで通知した日に検査員がお伺いし、水質検
査を実施します。これは地元の保守点検業者が行う
保守点検とは異なります。 
○法定検査と保守点検の違い 

○法定検査料金（一般家庭5人槽～10人槽）    
　　・単独処理浄化槽 4,000円     
　　・合併処理浄化槽 6,000円 
○問合せ 
　(公財)鹿児島県環境検査センター☎099－296－9000                                             
　http://www.kagoshimakensa.or.jp 
　鹿児島県生活排水対策室 ☎099－286－3685
　市役所上下水道課 ☎21－5157  

浄 化 槽を設 置 されている方へ
浄 化 槽法 定検 査 受 験のお願い

上下水道課（☎21‒5157）

平成25年度鹿児島県下水道協会
排水設備工事責任技術者試験の案内

上下水道課（☎21‒5157）

内　容 自動車でいえば

法定検査 維持管理状況と放流さ
れる処理水の水質検査 車検

保守点検
消毒薬の補充やモータ
ーの点検などメンテナ
ンス作業

ガソリン補給
やオイル交換



  公益社団法人鹿児島県栄養士会では、糖尿病予防
と食生活をテーマに県民公開講座を開催します。
　どなたでも参加できます。 
○日　時　８月31日（土）13：30～16：00（受付13：00～）
○場　所　市民文化センター 
○内　容　
　第１部：講演Ⅰ
　　　　  「糖尿病～知っておきたい予防と治療～」
 　　　　 （講師：鹿児島大学大学院教授 西尾善彦 氏）
　　　　 講演Ⅱ
   　　　  「知って納得!! 糖尿病予防とマグネシウム」
              （講師：東京慈恵会医科大学教授 横田邦信 氏） 
　第２部：フリートーク 
○申込み 串木野健康増進センター

○日　時　8月17日（土）18：00～
○場　所　市立図書館本館内 
○内　容　絵本の読み聞かせ 
○問合せ　市立図書館（☎33－5655）

○日　時　 8月23日（金）13：30～
○場　所　いちきアクアホール２F多目的室
○内　容　児童向けアニメの上映
○問合せ　市立図書館（☎33－5655）

○日　時　８月27日（火）から10回コース      
　　　　　毎週火・金曜日 20時00分～22時00分
○場　所　串木野弓道場 
○対象者　市内に居住する中学生以上の方 
○参加料　無料（保険料別途） 
○申込先　橋口（☎36－4614） 
　※弓具等は、貸与をします。
　※中・高校生については保護者の送迎をお願いし
　　ます。 
　※開講日以後の参加もできますので、ご連絡くださ
　　い。 
　※日程変更を希望される方はご相談ください。 

〇期　日　８月17日（土） 17時30分 開会 
〇場　所　生冠中学校グラウンド 
〇種   目　小学生男女 
　　　　　100ｍ･800ｍ･400ｍリレー（100ｍ×4人）       
　　　　　中学生以上男子      
　　　　　100ｍ･2000ｍ・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13日(火)まで 
○申込･問合せ  
　　　生福陸上スポーツ少年団  
　　　事務局 大竹（☎21－5129）  

  

弓道教室（串木野弓道場）の開催 
市民スポーツ課（☎21‒5129）

第21回 いちき串木野ナイター陸上競技大会 
市民スポーツ課（☎21‒5129）
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串木野健康増進センター（☎33‒3450）

「県民公開講座」（健康なまちづくり
フォーラム）を開催します

夏休 みスペシャルおはなし会
文化振興課(☎21-5113)・指定管理者㈱図書館流通センター

ねんきん広報だより

制　度 内　容 対　象

保険料免除制度
・経済的な理由などで、保険料を納めることが
困難な時に利用可
・保険料の全額又は一部を免除 平成25年7月～翌年6月まで

の保険料
若年者納付猶予制度 ・本人が 30 歳未満であるとき利用できる制度

・保険料の全額を納付猶予

学生納付特例制度 ・本人が学生期間中のとき利用できる制度
・保険料の全額を納付猶予

平成25年4月～翌年3月まで
の保険料

市民課(☎33‒5612)・市来庁舎市民課(☎21‒5114)
　【国民年金保険料の納付が困難なときは猶予制度などをご利用ください】 
　国民年金保険料の納付が困難なときは、保険料が免除される制度や猶予される制度があります。 
　保険料の免除や猶予を受けず保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生す
ると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。 
　納付が困難だからといってそのままにせず、必ず申請手続きを行ってください。 
　なお、申請が承認されるには、本人や配偶者等の前年所得が一定以下である必要があります。 

※退職（失業）された方は、離職票や失業保険受給資格者証を添付すれば、前年の所得に関係なく免除される
　特例もあります。
○申請受付期間　随時
○受付・問合せ　市民課または川内年金事務所　☎22－5276

ミ ニ シ ア タ ー
文化振興課(☎21-5113)・指定管理者㈱図書館流通センター
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 「地かえて祭り」の出店者を募集します。 
　出店内容は、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26日（土）９：00～21：00（予定）      
　　　　　10月27日（日）９：00～17：00（予定）              
　※10月26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） 
○小 間 料　13 , 0 0 0円（屋台村まで出店の場合
　　　　　　は15 , 0 0 0円） 
○申込期限　８月16日（金）まで 
○申込・問合せ　水産商工観光課（FAX可32－3124） 
　※出店申込書は、水産商工観光課（串木野庁舎）、
　　産業経済課（市来庁舎）、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。  

　職場の悩みについて鹿児島県労働委員（弁護士、
労働組合役員、会社経営者など）が相談に応じます。 
　労働者、事業主のどちらでも、お気軽にご相談くだ
さい。（秘密厳守・無料） 
○日　　時　８月31日（土）10：00～16：00 
○場　　所　鹿児島市勤労者交流センター     
　　　　　 （鹿児島市中央町10キャンセビル7階）
○申 込 み　不要（事前予約もできます） 
○相談事例　解雇、雇い止め、配置転換、賃下げ、パ
　　　　　　ワハラ、嫌がらせなど 
○問 合 せ　鹿児島県労働委員会事務局      
　　　　　   ☎099－286－3943 
○ホームページ　「鹿児島県労働委員会」で検索 
　※毎月第４火曜日の14：30～17：00も県庁15階の県
　　労働委員会で相談を受けています。こちらもご利
　　用ください。

　改正農地法の施行により、農業委員会の新たな役
割として「農地の利用状況についての調査」が義務づ
けられました。 
　そのため、農業委員会では８月から10月にかけて、
市内全域で農地パトロールを実施します。 
　遊休農地の把握と発生防止、違反転用やごみの不
法投棄などの調査を行います。 
　調査にあたり、農地への立ち入りを行う場合があり
ますので、ご理解とご協力をお願いします。  

　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20日(火) ８：30～11：00 
○回収場所　さつま日置農協北中部営農センター       
　　　　　 （大里選果場） 
○処理経費　処理単価 30円/kg程度   
　　　　　　支払いは農協口座から引落しになります。 
○持参するもの　印鑑 
○注意事項 
　★異物（排出ビニール以外のもの）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 ☎36－2312 
　・農政課 農林係 
　・産業経済課 農林係 ☎21－5122 

　将来就農を目指す方を対象に市民農業塾を開講し
ます。 
○対 象 者　農業に興味があり、技術を学びたい          
　　　　　 方で、市内に在住または在勤し、将来市
　　　　　　において就農を希望される方 
○募集人数　８名以内 
○申込期限　８月16日(金)  
○講習期間　８月22日(木)から概ね１年間       
　　　　　　※毎週木曜日午後 
○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（本、種苗代など実費負担あり） 
○場　　所　串木野庁舎会議室および市内実習農地(畑) 
○申込・問合せ　農政課・産業経済課 ☎21－5122 

　市民の方で野菜を生産・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23日(金)までに農政課へ
申し込みください。 
○日　時　８月27日(火) 13：30～15：00 
○場　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  

水産商工観光課（☎33‒5638）

いちき串木野づくし産業まつり～地かえて祭り～
物産展の出店者募集 

水産商工観光課（☎33‒5638)

農業委員会事務局（☎33‒5647)

～職場のトラブルで悩んでいませんか？～
「労働に関する無料相談会」の開催

農業用廃プラスチック類の回収（市来地域）
農政課（☎33‒5635)

市民農業塾  第５期塾生募集  
農政課（☎33‒5635)

安心・安全な野菜づくり講習会  
農政課（☎33‒5635)

農地パトロールにご協力ください



　「アリモドキゾウムシ」はさつまいもの大害虫で、大
きさが約７mmと発見が困難なうえ、いったん発生する
と駆除に多大な時間を要します。  
　県では、この害虫の未発生地域を毎年調査すること
で被害を未然に防いでいます。  
　調査実施期間中は、調査用の杭を設置しますので、
ご理解とご協力をお願いします。

　青少年の健全育成を目的とした「いちき串木野市青
少年健全育成市民会議」では、市民総ぐるみのあいさ
つ運動を通して地域における人と人とのつながりを深
め、子ども達の明るく健やかな育成に取り組むため、そ
の活動に利用するシンボルマークと標語を募集しま
す。 
○募集内容　あいさつをイメージした「シンボルマー
　ク」と、あいさつの大切さと明るいまちづくりなどを
　テーマとした「標語」です。 
○応募条件　シンボルマークは、色などの指定は特
　にありません。標語の文字数は３０字以内です。 
○応募方法　下記の応募用紙を利用して直接、社会                     
　教育課へお持ちくださるか、中央公民館管理人室
　横のポストへ投函してください。
　　応募用紙を利用しない場合は、氏名・住所・電話
　番号を記入してハガキやＦＡＸで次の応募先までお
　送りください。（※市内の小・中・高等学校の児童・
　生徒の場合は各学校へ） 
○応募締切　8月30日（金） 
○応 募 先　〒899-2192 
　　　　　　いちき串木野市湊町１丁目１番地 
　　　　　  いちき串木野市教育委員会社会教育課 
　　　　　   ＦＡＸ 36－5044   

ア リ モ ド キ ゾ ウ ム シ 侵 入 警 戒 調 査 の 実 施
農政課（☎33‒5635）

「あいさつ運動」推進のシンボルマークと標語の募集
社会教育課（☎21‒5128）

8 発　行：いちき串木野市役所　政策課　　　　　  ホームページ：http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/
〒 896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地１   携帯用：http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/i/
　　　　　　（TEL）0996-32-3111 （FAX）0996-32-3124     E-maill : info@city.ichikikushikino.lg.jp

○調査内容　アリモドキゾウムシ生息確認のための
　　　　　　「わな」の設置 
○調査実施期間　９月上旬～10月下旬 
○調査範囲・方法　市内40か所に粘着シートを貼り付けた
　　　　　　 木杭(４cm×４cm×１ｍ)を立てます 
○問 合 せ　県農政部食の安全推進課生産環境係       
　　　　　　 ☎099－286－2891 

「あいさつ運動」推進シンボルマーク・標語応募用紙
シンボルマーク 標語

氏名 電話番号 氏名 電話番号

住所 住所

切り取り線

●天候や気温に左右されずに安全に遊ぶことができるイメー
　ジから人気の屋内遊戯施設ですが、安全管理体制が不十分
　なために事故が発生しているケースがあります。
●保護者は、けがを負う恐れもあることを認識したうえで利
　用しましょう。
●けが等の事故が発生した場合は、その後の施設側とのトラ
　ブルや同様の事故の発生を防ぐためにも、すぐに施設の管
　理者に知らせましょう。

子どものまわりにある、さまざまな危険をお知らせする
30

事例

さぽーとくん

ひとことアドバイス

屋内遊戯施設での事故に注意！

　商業施設の中にあるキッズ用の有料トランポリンで
子どもが遊んでいるときに、トランポリンの端の固い
部分に左ひじをぶつけて骨折し、全治7週間と診断さ
れた。従業員の見回りもなく、安全性に問題があるの
ではないか。（当事者：5歳 男児） 
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