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いちき串木野 おしらせ版おしらせ版広報

第106号
平成27年（2015年）6/5

「プレミアム付商品券」を発売します
水産商工課（☎ 33-5638）

　市内取扱店（新聞折り込みにより掲載）で利用可能
な20％のプレミアムが付いた商品券を７月１日から販売
します。
〇発行額	 3億3千万円（プレミアム分5千5百万円）
※国の地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用

〇発行者	 いちき串木野商工会議所・市来商工会
〇販売開始	 ７月１日（水）
〇販売時間	 10：00～18：00（土日、祝日を除く）
	 ※市来商工会は、16：00まで
	 ※７月４日（土）、５日（日）は販売します。
〇販売場所	 いちき串木野商工会議所・市来商工会
※７月１日（水）～６日（月）は市役所串木野庁舎・市
来庁舎内にも特設売場を設けて販売します。（10：
00～18：00）

〇販売価格	 1セット	5,000円
※500円券×12枚綴り・6,000円分
※大型店・地元中小小売店で利用できる共通券６枚、
地元中小小売店のみで利用できる専用券６枚の
セット
※55,000セットを用意
※購入は１世帯10セットまで
※６月中旬に各世帯に案内のハガキを送付します。
　購入時に必ず持参ください。
〇使用期間	 ７月１日（水）～12月31日（木）
〇問合せ	 いちき串木野商工会議所（旭町178）
	 ☎32-2049
	 市来商工会（湊町１丁目254）
	 ☎36-2145

平成２７年度教科書展示会
学校教育課（☎ 21-5127）

　平成28年度から使用する中学校教科書の見本展示
を次のとおり行います。自由にご覧ください。
〇日　時	 6月19日（金）～７月２日（木）（14日間）
	 平日	9:00～19:00		土日9:00～17:00
〇場　所	 日置市立中央図書館
	 （鹿児島地区日置教科書センター）
※6月22日（月）・25日（木）・29日（月）は、図書館休
館日のため、日置市中央公民館ロビーに展示します。
（時間 9:00～17:00）

立地企業の従業員募集
政策課（☎ 33-5628）

〇企業名	 ㈱アールエフ鹿児島事業所（湊町2682-3）
〇業務内容	 歯科用CT機器の組立加工と物流セン
	 ター
〇募集職種
　①開発：研究開発、設計
　②生産：製品組立･検査、生産管理、発送等
　③機械加工：旋盤、切削、マシニング、塗装
　④物流：梱包、配送、軽作業
〇募集人員	 正社員と契約社員　計30名程度
〇勤務形態	 9:45～18:45
〇応募期限	 ７月31日(金)まで
〇応募・問合せ
　㈱アールエフ募集窓口☎ 026-222-7702（担当	青木）
　http://www.rfsystemlab.com/
　ハローワーク伊集院　☎099-273-3161　

児童手当の現況届の届出
福祉課（☎ 33-5618）

　児童手当を受給している方は、６月中に児童手当の
『現況届』を提出しなければなりません。
　この届は、６月１日における状況を記載し、児童手当
を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するため
のものです。
　この届の提出がなければ、１０月支給分（６月・７月・
８月・９月分）以降の手当が受けられなくなりますので、
必ず６月３０日（火）までに、届け出てください。
〇受付開始	 ６月１０日（水）
〇持参するもの
①通知文書	（福祉課から対象者へ送付予定）
②印鑑（スタンプ印不可）
③受給者の健康保険証または年金加入証明書（厚
生年金加入者のみ）

④平成２７年１月１日現在、いちき串木野市に住所の
なかった方は、「平成27年度	所得課税証明書」

⑤いちき串木野市外に児童手当の対象となるお子さ
んがいる方は、そのお子さんがいる世帯全員の「住
民票（本籍・続柄記載のもの）」

※現況届の用紙は窓口にあります。
※子育て世帯臨時特例給付金の申請受付も同時に
行います。

〇届出先	 福祉課子育て支援係
	 または市来庁舎市民課健康福祉係
〇問合せ	 福祉課子育て支援係
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市有地の一般競争入札による売却
財政課（☎ 33-5629）

　市有地を一般競争入札により売却します。
最低売却予定価格以上で最高の価格をもって入札された方が落札者となります。

〇入札物件
整理番号 地　　番 地　目 面　積 最低売却予定価格	 備　考

１ 塩屋町12 宅地 251.31㎡
（約 76 坪）

約 806万円
（坪約10.6万円）

２ 長崎町 59 雑種地 101㎡
（約 30 坪）

約147 万円
（坪約 4.9万円）

３ 長崎町106 宅地 131.70㎡
（約 39 坪）

約 305万円
（坪約 7.8万円）

４ 長崎町108 〃 202.88㎡
（約 61坪）

約 460万円
（坪約 7.5万円）

５ 愛木町 97 〃 133.26㎡
（約 40 坪）

約192万円
（坪約 4.8万円）

６ 野元 21035-2、-5 〃 1,041.33㎡
（約 315 坪）

約1,417 万円
（坪約 4.5万円）

７ 湊町1198-8 雑種地 7,387㎡
（約 2,235 坪）

約 6,097 万円
（坪約 2.73万円） 利用計画書提出が必要

８ 湊町二丁目206 宅地 544.34㎡
（約164 坪）

約1,277 万円
（坪約７.8万円）

９ 湊町二丁目56 〃 1,124.08㎡
（約 340 坪）

約 2,386万円
（坪約 7 万円）

１０ 湊町三丁目68、99 〃 2,147.63㎡
（約 650 坪）

約 4,157 万円
（坪約 6.4万円）

１１ 湊町三丁目97 〃 337.36㎡
（約102 坪）

約 716万円
（坪約 7 万円）

１２ 湊町三丁目106 〃 713.05㎡
（約 215 坪）

約 2,030万円
（坪約 9.4万円）

１３ 湊町三丁目160 〃 2,742.23㎡
（約 829 坪）

約 5,839万円
（坪約 7 万円）

１４ 湊町三丁目161 〃 592.00㎡
（約179 坪）

約1,260万円
（坪約 7 万円）

１５ 平江 20179-1 原野 240㎡
（約 72 坪）

約 352万円
（坪約 4.9万円）

１６ 湊町一丁目402 宅地 260.00㎡
（約 78 坪）

約 466万円
（坪約 6万円）

〇申込締切日	 ６月２６日（金）
〇入　札　日	 ７月下旬頃を予定（日程決定後申込者に連絡）
〇入札保証金	 入札に参加される方は、入札保証金（見積もる金額の１００分の５以上の額）を入札前日
	 	 までに納付
〇申込・問合せ	 財政課　契約管財係（串木野庁舎）

※面積は、公簿上の面積です。売却に際しては測量して面積を確定する必要がありますので、申込後しばらく
　時間をいただくことになります。
※最低売却予定価格は公簿上の面積に対する概算の価格です。正式な価格は確定測量後決定します。
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災害時に備え、避難所や避難経路を確認しましょう
まちづくり防災課（☎ 33-5631）

　梅雨や台風など、これからの季節は、風水害が心配されます。
　市では、災害時に備え、市内に46か所の避難所を設けています。避難所は、台風の来襲や大雨が予想される
時など、必要に応じ開設します。いざというときに備え、普段から避難場所や避難経路を確認しておき、避難勧
告等が出されたときは、速やかに避難しましょう。

避　　難　　場　　所　　一　　覧
【串木野地域】

避難場所 所在地 避難場所 所在地
　冠岳小学校体育館 冠岳12844-1 ○串木野高齢者福祉センター 新生町183
○冠岳交流センター 冠岳13511-2 　働く女性の家 新生町183
○生福小学校体育館 生福 8605 　串木野高等学校体育館 美住町65
　生冠中学校体育館 生福 8551 ○本浦交流センター 西浜町1-2
○串木野中学校体育館 日出町 700 ○串木野西中学校体育館 平江 20226-1
○上名交流センター 上名2455 　野元公民館 野元 20950
　串木野小学校体育館 日出町536 ○羽島交流センター 羽島 5218
○市民文化センター（中央公民館） 昭和通133-1 　羽島小学校体育館 羽島 5359
　願船寺 栄町 23 ○荒川交流センター 荒川2450
○ドリームセンター 元町 236 　荒川小学校体育館 荒川2347-1
　浄宝寺 本浜町 38 ○旭交流センター 金山14103-1
　無量寺 西島平町 375 　旭小学校体育館 金山14067
○照島小学校体育館 照島 5453-3 　芹ヶ野公民館 芹ヶ野15367-2
　串木野養護学校体育館 八房1041 ○土川交流センター 羽島 9675
　串木野体育センター 長崎町 91

【市来地域】
避難場所 所在地 避難場所 所在地

　市来体育館 大里 5547-1 　浄泉寺 湊町 3丁目93
　市来中学校体育館 大里 3764 　西村寺 湊町1丁目95
　市来小学校体育館 大里 3731 　市来保健センター 湊町1丁目115
○川北交流センター 大里 5664 　市来保育園 湊町1丁目253
○川南交流センター 大里 3246-1 　川上小学校体育館 川上1200
　市来農芸高等学校体育館 湊町160 ○川上交流センター 川上 978
○いちきアクアホール 湊町1丁目102 　川上生活改善センター 川上1707
　市来高齢者福祉センター 湊町1丁目102 　市来川上郵便局 川上1215-1
　漁民会館 湊町1丁目103

○印は第１次配備の避難場所とし、他の場所は必要に応じて開設します。
避難所に関することは、まちづくり防災課へお問い合わせください。

避難する時は	 懐中電灯、ラジオ、非常食、飲料水、衣類など生活に最小限必要なものを用意するとともに、
	 	 火の始末や戸締まりをしましょう。

※大雨や台風の時、気象台は、さまざまな気象情報を発表します。テレビやラジオで発表される気象情報や市役所・
消防署からの情報に注意しましょう。
●気象庁ホームページ　：　http://www.jma.go.jp/jma/index.html
●鹿児島県　土砂災害発生予測情報	：	http://www3.doboku-bousai.pref.kagoshima.jp/bousai/jsp/index.jsp
●九州電力停電情報　：　http://www.kyuden.co.jp/emergency.html
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市営住宅入居者募集
都市計画課（☎ 21-5154）

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10 年度
１戸

木造平家建・
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

平佐原住宅
（市来小学校近く）

平成17年度
１戸

耐火３階建
（2階）・3DK・
水洗トイレ

単身入居
不可

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
・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
・入居者と同居者が暴力団員ではないこと
※駐車場は１世帯につき１台まで（ウッドタウンは２
台まで）

〇入居時必要なもの　　
・敷　金（家賃の3か月分）
・連帯保証人（2人）
〇申込期間　6月19日（金）必着
※公募住宅は既設住宅で年数も経過しており壁等に
傷みや汚れがありますが、ご了承ください。

〇抽選日
　・ウッドタウン
　　6月25日（木）10:00　串木野庁舎２階会議室
　・日ノ出住宅・平佐原住宅
　　6月25日（木）14:00　市来庁舎１階会議室
〇入居予定日　7月8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）　

ウミガメ保護にご協力を
生活環境課（☎ 33-5614）

　本市では6月16日より、絶滅の危機にあるウミガメの
保護監視活動を行います。市民の皆様にもウミガメの
保護のために次の点にご注意ください。
〇ウミガメは非常に警戒心が強く、音や光に敏感なため、
夜間の海岸での花火やおしゃべり等は控えましょう。
〇ウミガメの卵や足跡等を踏まないためにも、夜間に海
岸をむやみに歩かないようにしましょう。
〇ウミガメの上陸・産卵の障害になるため、ごみは持ち
帰り、海岸をきれいに保ちましょう。
〇むやみにウミガメに触ったり、産卵中に近づいたりし
ないようにしましょう。
　市民の皆様のご協力をよろしくお願いします。

「特定健診」実施中
健康増進課（☎ 33-5613）

　生活習慣病の早期発見・早期治療のために、「特定
健診」を実施中です。
〇対象者　国保加入者で40歳～74歳までの方
〇期　間　５月～10月まで（費用は無料です）
※受診後の結果報告会では、買い物時に特典サービ
スが受けられる「受診済証」や、「高齢者元気度アッ
プ・ポイント」が受けられます。
自分の健康管理のために、必ず受診しましょう。

健康づくり事業交付金
健康増進課（☎ 33-5613）

　市の国民健康保険では、生活習慣病の早期発見・早
期治療のために、40歳以上の方を対象に「特定健診」
を実施しています。
　平成29年度に受診率60％を目指しており、受診率
60％以上を達成した地区（まちづくり協議会）には、次
の交付金を交付しています。
　地区内の各種行事・自治活動に使え、地域活性化に
有益な交付金ですので、ぜひ受診率60％に向けて、早
目の受診にご協力をお願いします。
健康づくり事業交付金
地区の受診率 交　付　金　額
60％達成 　50,000円＋受診者数×100円
65％達成 		75,000円＋受診者数×200円
70％達成 100,000円＋受診者数×200円

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

　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
へ電話で申し込んでください。
〇参加できる方
　市内居住で65歳以上の方
〇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
〇ポイントの交換上限
1ポイント100円で、年間50ポイント（5,000円の商
品券）まで交換できます。
〇申込締切	 6月18日（木）
〇説明会	 ・6月23日（火）10：00～串木野庁舎2階会議室
	 ・6月24日（水）10：00～市来庁舎１階会議室
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認知症サポート医による認知症相談会
地域包括支援センター（☎ 21-5172）

・もしかしたら認知症かもしれない
・だけど病院に行くのは怖い
・本人を傷つけずにお医者さんに診てもらう方法はな
いだろうか
・いきなり病院に行くのは少し勇気がいる

　このようなお悩みをお持ちの方やご家族を対象に相
談会を開催します。
　認知症は早めに気づいて、医療機関を受診すれば決
して怖い病気ではありません。
　相談は無料です。お気軽にご相談ください。
〇相談日	 6月26日（金）14:00～15:30
〇会　場	 市来庁舎
〇定　員	 2名（電話申し込み先着順となります）
〇対　象	 認知症のご心配のあるご本人またはご家族
〇申込期間	 6月10日（水）～19日（金）
〇申込・問合せ　地域包括支援センター

かたいもんそ会（認知症の方と家族の会）のご案内
地域包括支援センター（☎ 21-5172）

　認知症の介護にお悩みの方、「ひょっとして認知症
かな？」と心配しておられる方、みんなで集まって思
いっきり語り合いませんか。
〇日　時	 6月18日（木）13:00～15:30
〇場　所	 串木野高齢者福祉センター
〇内　容
　　1．講話『在宅介護における食事について』
　　2．介護者交流会
〇対　象	 認知症のご本人・ご家族ならびに一般の方
〇申込・問合せ　地域包括支援センター

串木野都市計画下水道の計画変更についての縦覧
上下水道課（☎ 21-5158）

　市では右図の区域について
公共下水道の計画変更を進め
ています。
　この計画案の縦覧を次のと
おり行います。

〇期　間
６月10日（水）～６月23日（火）
8:30～17:15（土、日を除く）

〇場　所	 上下水道課
	 	 （市来庁舎）

都市計画を変更する土地の区域

〇変更する部分　
いちき串木野市　大字下名
字浜ヶ城、字池之頭、字池
ノ尻、字飛鼻及び字後砂取
並びに大字上名字釜牟田の
各一部

〇廃止する部分
　いちき串木野市　大字下名字宇都良及び字札立並びに大字上名字西之口、字針原沖、字東針原、字友ノ内、
字西川骨及び字宇都良の全部
　いちき串木野市　大字下名字狐穴、字浜ヶ城迫、字霧島、字東浜ヶ城及び字中浜ヶ城並びに大字上名字瘻下、
字五反田、字新開、字竹之下、字上木屋原、字下木屋原、字八久保、字城ノ元、字前田、字的場、字瀬戸口、
字新屋敷、字東川骨、字瀬城作、字大堂庵、字北原及び字原口の各一部
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戦没者遺児の慰霊友好親善事業参加者募集
福祉課（☎ 33-5618）

　

実施地域 実施時期 申込締切 費用
旧　満　洲 8/3～8/12 6/22

10万円

旧　ソ　連 8/24～9/1 7/13
西部ニューギニア 9/9～9/18 7/28
ボルネオ・マレー半島 9/16～9/25 8/4
マリアナ諸島 9/24～9/30 8/12
東部ニューギニア 10/3～10/10 8/26

中　国 10/8～10/16 8/28
トラック・パラオ諸島 10/31～11/7 9/18
ソロモン諸島 11/7～11/14 9/25
ミャンマー 11/13～11/22 10/1
フィリピン 11/25～12/2 10/13

洋　上　慰　霊
（終戦70周年記念）

2月下旬～
３月上旬 12/5

マーシャル・ギルバート諸島 12/5～12/13 8/22

〇参加資格	 戦没者遺児
〇申込み	 ㈶鹿児島県遺族会	 ☎099-812-8292
〇問合せ	 ㈶日本遺族会事務局	☎03-3261-5521

移動援護相談の実施
福祉課（☎ 33-5618）

　県では、戦傷病者や戦没者等のご遺族、旧軍人の皆
様から、直接相談を受ける移動援護相談を実施します。
〇日　時	 6月18日（木）　10：30～14：30
	 　　　　　　　　受付は14：00まで
〇場　所	 いちき串木野市役所串木野庁舎
	 地下大会議室
〇相談内容
・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
・戦没者等の妻に対する特別給付金
・戦傷病者等の妻に対する特別給付金
・援護年金
・旧軍人の恩給や扶助料
・その他（日頃から援護や軍人恩給に関して疑問に
思っていることなど）

　相談内容に関する資料等をお持ちの場合は、当日持
参ください。事前申込は、必要ありません。
〇相談担当者	 県庁社会福祉課職員
〇問合せ　県庁社会福祉課恩給係　☎099-286-2824

戦没者等の遺族に対する「第十回特別弔慰金」
の申請について

福祉課（☎ 33-5618）

　平成27年4月1日（基準日）において、恩給（恩給法に
よる公務扶助料）や遺族年金（戦傷病者戦没者遺族等
援護法によるもの）等を受ける方が、死亡などによりい
ない場合に、三親等内で先順位のご遺族お一人に特別
弔慰金が支給されますので、対象となる方はお早めに
請求手続きをしてください。
〇支給内容　額面25万円、5年償還の記名国債
〇請求期間　平成30年4月2日まで
〇請求・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	 健康福祉係	 ☎21-5117

薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
串木野健康増進センター（☎ 33-3450）

　県では、６月26日の国際麻薬乱用撲滅デーにあわせ
て、薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」普及運動を６月20
日から７月19日まで実施します。
　薬物の乱用は、身体や精神をむしばんでいくばかり
ではなく、幻覚や知覚異常を起こし、凶悪事件が引き
起こされるなど社会に与える影響も極めて大きなもの
があります。
　家庭、学校、地域など、それぞれの立場で薬物乱用防
止に努めましょう。

ハンセン病問題を正しく理解する週間
串木野健康増進センター（☎ 33-3450）

　誤った隔離政策によって、長い間、偏見や差別に苦し
められたハンセン病であった方々等が、平穏に安心して
生活できる地域を創るために、一人ひとりがハンセン病
問題とは何かを正しく理解することが大切です。
　そのため、県では「ハンセン病問題を正しく理解する
週間」を定めています。
〇ハンセン病問題を正しく理解する週間
　６月２１日（日）～６月２７日（土）
〇ハンセン病問題に関する知識
・国の隔離政策などにより、ハンセン病は怖い病気と
いう誤った考えが定着し、そのことが様々な偏見・差
別や人権侵害を引き起こしました。ハンセン病であっ
た方々等は、今も根強く残る偏見・差別に苦しんでお
られます。
・ハンセン病は、らい菌によっておこる感染症で、遺伝
病ではありません。また、早期発見と早期治療により、
短期間で治癒する病気です。
・日本には感染源になるものはほとんどありません。
・元患者であった方々の身体の変形は後遺症です。
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甲種防火管理新規講習会の開催
消防本部（☎ 32-0119）

　消防法で定められた事業所などにおける防火管理者
の、資格取得のための講習会を開催します。
〇日　時	 8月25日（火）・26日（水）の２日間　
	 両日とも10:00～16:00
〇会　場	 いちきアクアホール多目的室
〇受付期間	 6月22日（月）～7月21日（火）
〇受講定員	 50名
〇受講料	 4,000円（テキスト代含む）
〇受付場所	 消防本部予防課予防係
※実施要領及び受講申し込みは、消防本部またはいち
き分遣所（☎21-5077）へお問い合わせください。

税務職員採用試験
税務課（☎ 33-5616）

　人事院九州事務局と熊本国税局では、税務職員採
用試験の受験者を募集します。
　これに合格し採用されると全員が税務大学校で1
年間の研修を受け、税務署に配属されます。
〇受験資格
(1) 平成 24 年４月１日以降に高等学校または中等
教育学校を卒業した者及び平成 28 年３月までに
卒業見込みの者
(2)人事院が (1)に準ずると認める者
〇試験の程度　　高校卒業程度
〇申込方法及び申込受付期間
(1)	インターネット
人事院ホームページ（申込専用ページ）利用
６月22日（月）～７月１日（水）受信有効

(2) 郵送または持参
申込用紙は最寄りの税務署に備え付け
６月22日（月）～６月24日（水）まで
（通信日付印有効）

〇第一次試験　　９月６日（日）
〇問合せ
・人事院九州事務局　☎ 092-431-7733
・熊本国税局人事第二課試験研修係
　☎ 096-354-6171　内線 6046
・伊集院税務署☎ 099-273-2541※自動音声案内

～事業主の皆様ヘ～
学卒求人票の提出はハローワークヘお早めに

水産商工課（☎ 33-5638）

　ハローワークでは、６月20日から来春の中学、高校
卒業予定者の学卒求人受付が開始されます。
　事業主の皆様には、来春卒業予定者の求人を早めに
ご検討いただき、一人でも多くの学生が地元で就職で
きるように、応募の機会を与えていただきますようご理
解とご協力をお願いいたします。
〇問合せ　ハローワーク伊集院	 ☎099-273-3161

「串木野都市計画の整備、開発及び
保全の方針変更」（案）の縦覧

都市計画課（☎ 21-5152）
　県では、「串木野都市計画の整備、開発及び保全の
方針変更」に関する都市計画案（県決定案件）の縦覧
を行います。この都市計画案について、住民と利害関係
のある方は、縦覧期間中に意見書を県に提出すること
ができます。
〇縦覧場所等
・鹿児島県庁　都市計画課（鹿児島市鴨池新町10-1）
・鹿児島地域振興局　土木建築課（鹿児島市小川町3-56）
・市役所　土木総合窓口係（串木野庁舎）
　　　　　都市計画課（市来庁舎）
〇縦覧の期間及び時間
　6月9日（火）～6月23日（火）8：30～17：15
〇問合せ　県庁都市計画課　☎099-286-3678

おばけカボチャの苗の配布
農政課（☎ 33-5635）

　11月7日・8日に開催予定の産業祭「地かえて祭り」で
コンテストに出品していただく「おばけカボチャ」の苗を
無料配布します。
〇日　時　6月9日（火）10:00~11:30
〇場　所　さつま日置農協　串木野支所2階会議室
〇持参するもの　筆記用具
・当日、栽培講習会を実施後、苗を無料配布します。
・このカボチャは、最大600kg以上にもなりギネスブッ
クに載るほどの珍しいカボチャです。
〇問合せ	 さつま日置農協	串木野支所	経済課☎32-3265
	 農政課農林係　

農業用ハウス設置事業をご利用ください
農政課（☎ 33-5635）

　意欲ある農業者を対象として、農業用ハウス（概ね
70㎡以上）を設置する場合は、補助金（1/3以内、限度
額10万円）を交付します。
　ハウス設置を検討されている方は、条件等がありま
すので、事前にご相談ください。
※ハウスを設置した後の申請はできません。
〇問合せ　農政課農林係
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堆肥助成をご利用ください
農政課（☎ 33-5635）

　環境保全型農業の基本の「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。
　申請を希望される方は審査が必要となりますので、
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無いこと）
〇対象農地	 農家台帳に記載のある農地
〇対象堆肥	 次の畜産農家等が製造・販売する完熟
	 堆肥
JAさつま日置、尾崎牧場、オクト（株）、橋口勝利、
梅北伸博、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（100 円未満切捨）を助成
※牛ふん主体の完熟堆肥量（10a あたりトン数）の例
単位：t/10a 水稲 レイシ かんきつ類
完熟堆肥量 １.５ ３.０ ２.０

〇必要なもの	印鑑、通帳の写し
〇添付書類	 散布した土地の番地と作物名
	 堆肥を購入した領収書等
※領収書の日付は平成 27年４月１日～平成 28 年 3
月31日のものに限ります。
〇申請期限	 平成 28 年 3月31日まで
〇問合せ	 農政課農林係

農業用廃プラスチック類の回収（串木野地域）
農政課（☎ 33-5635）

　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、農業用廃プラスチック類の回収（串木野地
域）を行います。
　農業者の方は、次の注意事項を守り、回収にご協
力ください。
〇回収日時	 6月10日（水）8：30～11：30
〇回収場所	 野元家畜市場跡地
〇処理経費	 処理単価　30 円／㎏程度
	 農協口座で引き落します
〇持参するもの	 印鑑　農協の口座番号
〇注意事項
・３か所を同種類のビニールひもで結び、つづら折り
にしてください。
・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と書面の
携帯が必要になります。

〇問合せ
・さつま日置農協	串木野支所	経済課☎32-3265
・農政課農林係

市制施行10周年記念第45回 市内卓球大会
市民スポーツ課（☎ 21-5129）

〇日　時	 ６月２１日（日）　9：30 開会式
〇場　所	 総合体育館
〇参加資格	 市内に居住または通勤・通学する中学
	 生以上
〇参	加	料	 ・個人戦	 中学生	 500 円
	 	 高校・大学生	 700 円
	 	 社会人	 1,000 円
	 ・団体戦	 １チーム	 1,500 円
	 （当日会場にて徴収）
〇申込方法
　6月17日（水）までに市卓球連盟事務局へ
	 総務課	人事係	 大田	 ☎ 33-5625
	 土木総合窓口係	 今村	 ☎ 33-5679
※個人戦の組合せは、クラス別（Ａ級・Ｂ級・初心者）
で行いますが、申込者数によりクラスが変更になる
場合があります。
※団体戦のメンバーは１チーム3人とし、男女混成も可。

平成２７年度健康つくりスポーツ教室生募集
市民スポーツ課（☎ 21-5129）

〇期　間	 7月６日（月）～12月21日（月）まで
	 （全20回　月曜日9:30～11:30）
	 ※開	講	式　７月６日（月）	9:30～
〇場　所	 串木野体育センター　等
〇対象者	 市内に居住する60歳以上の方
〇定　員	 60名（先着順）
〇内　容	 健康体操及びニュースポーツ
〇参加料	 保険料	 60～ 64 歳	 1,850 円
	 	 65 歳以上	 1,000 円
〇申込方法	 ６月23日（火）までに市民スポーツ課

（市来庁舎）または串木野体育センター
（☎32-1899）へ、保険料を添えて申し
込んでください。

薩摩藩英国留学生講座
（記念館ライブラリー・トーク）

観光交流課（☎ 33-5640）

〇日　時	 6月13日（土）15：00～16：30
〇場　所	 薩摩藩英国留学生記念館1階ライブラリー
〇内　容	 「町田久成と小松帯刀」
	 鹿児島純心女子大学非常勤講師
	 荒田邦子	氏
〇定　員	 15 名程度
〇受講料	 500 円（資料代）
〇申込・問合せ　NPO法人日英友好協会
	 　　nichiei.you@gmail.com
	 　　または☎ 090-4340-4782 橋口
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第36回霧島国際音楽祭2015
薩摩藩英国留学生記念館プレミアム・コンサート開催

観光交流課（☎ 33-5640）
　薩摩藩英国留学生記念館開館1周年にあわせて、
プレミアム・コンサートを開催します。
〇日　時	 ７月１８日（土）18:00～19:00
〇会　場	 薩摩藩英国留学生記念館
〇内　容	 渡欧150周年の薩摩スチューデントに想い
	 を馳せて、フルートとピアノによる	19世紀
	 の楽曲演奏
〇出演者　フルート：ポール・エドモンド・デイヴィス
	 	 （ロンドン出身）
	 ピアノ：柳瀬直子
〇入場料	 [ 全席自由 ]2,000 円（限定60 名）
　　　　　※未就学児の入場はお断りいたします。
〇販売場所	薩摩藩英国留学生記念館
	 チケットぴあ	 （Pコード	257-732）
	 ローソンチケット	 （Lコード	84265）
〇問合せ	 薩摩藩英国留学生記念館	 ☎35-1865
	 みやまコンセール	 ☎ 0995-78-8000

映画会 ｢第 2 回なつかシネマ｣ 開催
水産商工課（☎ 33－5638）

　好評につき、第２回なつかシネマが開催されます。
〇日　時	 6月20日(土 )13：00～16：00
〇場　所	 旭町中央通り商店街　まちなかサロン
〇観覧料	 無料
〇上映映画	 ｢君の名は｣ ２部・３部
〇問合せ	 中央地区まちづくり協議会
	 鮫島☎33-1090

働く女性の家「いきいき女性講座」
働く女性の家（☎ 32-7130）

○講座名	 ハンドメイドの帽子
○日　時	 7月1日（水）～7月22日（水）
	 毎週水曜日・計４回
	 9：30～11：30
○定　員	 15 名
○内　容	 可愛いクロッシェタイプの帽子を作ります。
○用意するもの	 木綿生地表用と裏用共に
	 120cm×90cm、裁縫道具
○対象者	 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	 6月24日（水）までに、働く女性の家
	 へお申し込みください。
	 （受付時間：火曜～土曜、9:00～17:00）
○託　児			 満２歳以上～未就学児
	 申込時に届出、保険料が必要です。

「初級パソコン教室 B」受講生の募集
社会教育課（☎ 21-5128）

　会合の案内やチラシ、名簿や家計簿の作成など、初
心者を対象としたパソコン教室を開催します。
○日　時	 ７月８日（水）～８月19日（水）
	 毎週水曜日（計６回）19：00～20：30
○場　所	 中央公民館　
○受講料	 無料
○定　員	 10 名（ワード、エクセルの初歩的な入

力のできる方）
○申込方法	 ６月22日(月)までに、社会教育課、中央

公民館、いちきアクアホールにある申込
書に記入のうえ、備え付けの申込箱に投
函してください。電話、ファックス（36-
5044）での申し込みもできます。

※パソコンは各自、持参ください。
※定員を超えた場合は、初めての方を優先し、それ以外
の方は抽選となります。申込結果は全員に通知します。
※申込者が少ない場合は、開講しないこともあります。

どきどき、わくわく
国民文化祭・かごしま 2015 ニュース

vol.3
社会教育課（☎ 21-5113）

○大会愛称ロゴマークの紹介
　「噴煙を上げる桜島」と「ロケット打ち上げ」で、「ひっ
とべ！」（飛躍する鹿児島）を表し、鹿児島の大地、桜島、
ロケット、黒潮と「かごしま国文祭」の横への広がりは、
本県の南北６００キロの広大さを表しています。

○いちき串木野市のＰＲ活動
　市では、皆さんに国民文化祭に親しみを持ってもら
おうと、さまざまなＰＲ活動を行っています。

　皆さんご覧になったことはありません
か？市内の公共施設にのぼりやポスター
を設置しています！
　広報用のテッシュも
準備しました。市内のイ
ベント時に配付します。

ぜひ手に取ってみてください。
どきどき、わくわく
国民文化祭・かごしま2015 ニュースでは、国民
文化祭についての情報や、いちき串木野市におけ
る取り組み状況などを紹介していきます。
次回もお楽しみに！！

ひっとべ！
かごしま国文祭
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ボランティアの募集
　「串木野さのさ祭り」を、より有意義な市民総参加
のイベントとするため、7月19日（日）さのさ祭り当
日のボランティアを募集します。
　ご協力いただける方は、6月19日（金）までに実
行委員会事務局へご連絡ください。
○ボランティア内容
　串木野さのさ祭り当日の運営協力（飲料水補給、踊
り連コース連絡係、放送係、救護係、交通整理係等）
○申込・問合せ
　実行委員会事務局（観光交流課内）☎32-3111

市制施行10周年記念
第45回串木野さのさ祭り

7月18日（土）・19日（日）
串木野さのさ祭り実行委員会（観光交流課☎32-3111）

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18日（土）
　〇12：00～21：00　前夜祭		 	串木野地域中心商店街
	 ・平成 27年度いちき串木野ＰＲレディの発表
	 ・ステージショー（真夏のダンス王決定戦等）
	 ・祇園祭、虫追踊披露
	 ・夜店（ビアガーデン、かき氷、ヨーヨー釣り、焼鳥、フリーマーケット、ゲームなど）
	 ・焼酎の振舞

7月19日（日）
　〇14：00～17：00　アトラクション		 	串木野地域中心商店街
	 ※時間・内容とも未定　・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

　〇18：00～20：00　市中流し踊り		 	串木野地域中心商店街
	 ・約 2,000人の踊り手が市中を踊り歩きます。

※「さのさ祭り」のアトラクション、市中流し踊に出場を希望される団体（会社・倶楽部・ク
ラス・家族等）を募集しています。6月12日（金）までに①団体名、②参加人数、③責
任者、④連絡先をさのさ祭り実行委員会事務局（観光交流課内）へお申し込みください。
少人数からの申し込みも受け付けていますのでぜひご参加ください。

「さのさ祭り」用浴衣生地・帯をあっせん
　　「串木野さのさ祭り」に使用する浴衣生地・帯を
あっせんします。（いちき串木野市章のデザインです。）
希望者は、現金を添えて6月30日（火）までに申し
込んでください。
○価格（税込）	 浴衣生地1反		 	7,200 円
	 浴衣仕立て（生地を含む）			10,180 円
	 帯（男）		 	3,280 円
	 　	（女）		 	3,680 円
	 店舗用のぼり旗 (大 )		 	　15,500 円
○申込先　観光特産品協会（いちき串木野商工会議所内）
　　　　　☎32-2049
※婦人会員は地区婦人会長へ申し込みください。


