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平成27年（2015年）8/5

お盆時の木原墓地付近の道路交通規制と臨時バスの運行について
生活環境課（☎ 33-5614）

　８月14日㈮と15日㈯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

〇料　金	 大人140 円　　小人70 円
〇時　間	 行き	始　発 　16：20	（大原町から30 分～40 分間隔で運行）　帰り（墓地の最終発 20：20）
	 行き	最終発 　19：40

臨時職員募集
衛生自治団体連合会（☎ 33-5614）

　臨時職員を募集します。応募される方は、履歴書を
串木野庁舎総務課もしくは市来庁舎市民課に提出して
ください。
〇募集数	 1名（パソコン、ワード、エクセルが
	 　　	出来る方）
〇業務内容	 ・窓口業務
	 ・衛生自治団体連合会事務作業（パソコン）等
〇募集期間	 8月21日㈮まで
〇勤務場所	 生活環境課（串木野庁舎）
〇雇用期間	 9月1日～平成 28 年 3月31日
	 （雇用期間満了後更新することもある）
〇勤務時間	 8：30～17：00（土・日・祝日除く）
〇選考方法	 面接（日時は後日連絡します）
〇問 合 せ	 生活環境課　☎33-5614

戦争体験の語り部講演会
平成 27 年度　戦没者追悼式
総務課（☎ 33-5625）・福祉課（☎ 33-5618）

　８月１５日は「戦没者を追悼し平和を祈念する日」
です。次のとおり、戦争体験の語り部講演会と戦没者
追悼式を行います。
　遺族関係者をはじめ、児童生徒やその保護者の方
など市民の皆さまの多数のご参加をお願いします。
〇開催日	 ８月１５日㈯　
〇場　所	 市民文化センター
〇日　程	 ・講演会　１０：００～
	 　　演題「特攻隊員と母との別れ」
	 　　講師　語り部　吉尾　藤逸氏
	 ・戦没者追悼式　１０:４０～
※「つなぐ～戦後70 年」資料展を８月１２日～８月
２１日まで市立図書館前のロビーで開催します。

〇規制時間	 16：00～20：30
〇駐車禁止	
〇一方通行	 　→
〇駐 車 場
指定方向外進行禁止	㋑～㋥
〇進入禁止 神村学園前交差点
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平成 27 年度奨学生募集
教育委員会総務課（☎ 21-5126）

　平成27年度奨学生を次のとおり募集します。
〇資    格	 本市に１年以上在住している方の子弟
で、学資を支払うことが困難と認められる方
※すでに、他の奨学金（次の金額以上）を借りている
場合は申込不可。

〇金　　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
〇貸与期間	 正規の修学期間
※今年度の貸付は、10月から来年３月まで半年分

〇連帯保証人	 保護者と本市に在住する方の２名
〇募集人員	 ５名程度
〇返還方法	 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）
〇申込期限	 ８月25日㈫
〇申込・問合せ　教育委員会総務課
　※願書は教育委員会総務課（市来庁舎）にあります。

就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度
認定試験について

学校教育課（☎ 21-5127）

　病気や外国籍などやむを得ない事由により、保護者
が義務教育諸学校に就学させる義務を猶予または免
除された方々等に対して、中学校卒業程度の学力があ
るかどうかを認定するために、国が行う試験です。合
格した方には、高等学校の入学資格が与えられます。
　本年度の実施は次のとおりです。
〇願書受付期間
　　８月24日㈪～９月11日㈮消印有効
〇試験日	 10月28日㈬
〇試験会場	 鹿児島市内（予定）
　詳しくは学校教育課へお問い合わせください。

8 月は「電気使用安全月間」です
電気はムダなく安全に使いましょう。

・傷んだプラグやコンセントは使わないようにしましょう。
・プラグはコンセントにしっかりと差し込みましょう。
・ときどきプラグを掃除しましょう。
・たこ足配線はやめましょう。
・コードが家具などの下敷きにならないようにしま

しょう。
・アース線を取り付けましょう。

〇問合せ	 九州電力㈱川内営業所　
	 ☎ 0120-986-802

～求職者の方へ～
UI ターンフェア “ かごしま ”＆県内就職合同面接会

水産商工課（☎ 33-5638）
　鹿児島県では、本県へのUIターン希望者、県内へ
就職を希望される方、来春卒業予定の学生（高校生除
く）を対象に、県内就職合同面接会を実施します。
〇日　時	 8月12日㈬12：30～16：30
〇場　所	 城山観光ホテル（鹿児島市新照院町41-1）
	 ※鹿児島中央駅・天文館・朝日通りから
	 　ホテルのシャトルバスが運行
〇参加料	 無料
	 事前申込は不要ですが、面接の際は
	 履歴書が必要です。
〇参加企業	 企業名とその企業概要を県のホームペー

ジに掲載。
	 鹿児島UIターンフェア	で検索
〇問合せ	 鹿児島県ふるさと人材相談室
	 ☎ 0120-445-106

酔之尾バス停留所の一部移設
水産商工課（☎ 33-5638）

　バス停車帯の完成に伴い、8月1日㈯から次のとお
り国道３号酔之尾バス停留所の位置が変更されていま
す。
①いわさきバス・鹿児島市方面　→①のとおり移設
②いわさきバス・神村学園方面　→②のとおり移設
③いきいきバス・酔之尾東方面　→変更なし
④いきいきバス・いわさきバスの酔之尾西・さのさ荘
　入口方面　→変更なし
〇問合せ
　いわさきバスネットワーク㈱川内営業所　☎23-3181

酔之尾バス停留所（①〜④）

①

③

④

②

←酔之尾西・さのさ荘入口
方面

←酔之尾西・さのさ荘入口
方面
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介護保険制度改正について
健康増進課（☎ 33-5673）

1.介護保険施設の食費・居住費の軽減について
　下記の介護保険施設等のサービスの利用者で、市民税非課税世帯に属する方は、本市の発行する負担限度額
認定証を利用施設に提示すると、食費および居住費（滞在費）が減額されます。

平成２７年８月の介護保険制度改正により、次の支給要件が追加されました。
【所得要件】
・被保険者本人と同一の世帯に属しない配偶者についても、市民税非課税であること。
　（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む）
【資産要件】
・被保険者及び配偶者が所有する現金・預貯金等が、単身の場合1,000万円、夫婦の場合2,000万円以下である

こと。
【対象となるサービス】
・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）・介護老人保健施設・介護療養型医療施設の食費・居住費
・地域密着型介護老人福祉施設の食費・居住費
・（介護予防）短期入所生活介護・療養介護（ショートステイ）の食費・居住費

■施設サービス利用時の居住費と食費の負担限度額（１日あたり）

利 用 者
負担段階

対     象     者
（下記の他に上記の所得要件と資産要件を満たす方）

居    住    費 （滞 在 費）
食  費ユニット型

個     室
ユニット型
準  個  室

従来型個室
（※1） 多床室

第１段階 ・市民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者	
・生活保護受給者 820 円 490 円 	490 円

（320 円） 		0 円 300 円

第２段階 ・市民税非課税世帯で、本人の合計　所得金額と課
税年金収入額の合計が年80万円以下の方 		820 円 		490 円 		490 円

（420 円） 370 円 390 円

第３段階 ・市民税非課税世帯で、利用者負担第２段階に該当
しない方 1,310 円 1,310 円 1,310 円

（820 円） 370 円 650 円

第４段階 ・市民税課税世帯の方　（※2　基準費用額） 1,970 円 1,640 円 1,640 円
（1,150 円） 820 円 1,380 円

※1	従来型個室の（　）内は介護老人福祉施設・短期入所生活介護（ショートステイ）の場合の負担限度額です。
※2	 基準費用額は、平均的な費用として国が定めた額ですが、実際の額は施設と被保険者の契約で決まりま
す。詳細は各施設にお問い合わせください。

■負担限度額認定証の交付申請に必要なもの
　・申請書（新しい様式のもの）	 ・印鑑（朱肉を使用するもの）
　・同意書	 ・本人・配偶者分名義の全て（普通・定期預金・有価証券等）の通帳等の写し
　　※申請は、市来庁舎の介護保険担当窓口でも受け付けます。

2.一定以上所得者の負担割合について
　平成２７年８月の制度改正により、65歳以上（第1号被保険者）の方のうち、一定以上の所得がある方にはサービ
ス費の2割をご負担いただくことになりました。

『負担割合』 対象者

『1割負担』

1. 本人が市民税非課税の方
2. 生活保護を受給されている方
3. 本人の合計所得金額が160万円未満の方
4. 本人の合計所得金額が160万円以上であり、同一世帯の65歳以上の方（本人含む）
　 の年金収入＋その他の合計所得金額が単身280万円未満、2人以上で合計346万円未満の場合

『2割負担』 1. 上記以外の場合

　※ 平成27年8月1日現在で、認定をお持ちの方には全員「負担割合証」が届きます。
　※	負担割合証が届きましたら、速やかにご利用のサービス事業所へご提示ください。
　※	有効期限は8月1日から翌年7月31日までです。
　問合せ　　　健康増進課　介護保険係　　　　☎０９９６-３３-５６７３（直通）
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「関節痛 ･ 腰痛さんの水中アクア教室」参加者募集
健康増進課（☎ 33-5613）

　水中歩行運動を中心にした教室を開催します。
　陸上の運動では、関節に痛みが出やすい方や普段か
ら関節の痛みを抱えている方、プールでの歩行運動の
仕方を知りたい方、ぜひ、ご参加ください。
〇対象者	 75 歳未満のいちき串木野市国民健康保

険加入者
〇日　時	 ９月４日～10月23日までの毎週金曜日
	 （計８回）13：30～16：30	
〇内　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」・「楽しく行う水中運動」
〇会　場	 市来保健センター・市来ふれあい温泉セ
	 ンター
〇参加料	 1,200 円程度（障害保険料とプール代
	 ８回分）
〇募集数	 25 名　
〇募集期間	 8月10日㈪～8月21日㈮
〇申込み	 電話で健康増進課保険給付係へ
※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。

臨時福祉給付金申請受付のお知らせ
福祉課（☎ 33-5618）

　消費税率の引上げに際し、所得の低い方々の負担を
考慮し、暫定的・臨時的な措置として臨時福祉給付金
を平成 27年度も引き続き給付します。
〇給付対象者	 基準日（平成 27年1月1日）に本市
に住民票があり、平成 27年度分の市民税が課税さ
れていない方が対象です。ただし、ご自身を扶養し
ている方が課税されている場合や、生活保護制度の
被保護者となっている場合などは対象外です。

〇給付額	 給付対象者１人につき６千円
〇申請手続	 給付対象と思われる方に、８月上旬に申
請書を送付します。（ただし、所得の状況により給付
とならない場合もあります。）
　　〈申請に必要なもの〉
・申請書　　・印鑑
・申請者の免許証または保険証の写し（給付対象
者が複数の場合は全員分）
・申請者の通帳の口座番号と支店名のわかる部分
の写し

　※写しは、受付窓口でコピーができます。
〇申請期間	 8月 6日㈭～平成 28 年1月29日㈮
〇申請場所	 串木野地域　福祉課
	 市来地域　市来庁舎市民課健康福祉係
〇問合せ	 福祉課　☎33-5618　☎ 33-5619

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 単身入居

ひばりが丘団地
（だいわ串木野店近く）

平成 2年度
１戸

耐火3階建（3階）
3DK・水洗トイレ 不可

文京町団地
（串木野高校近く）

平成 6 年度
１戸

耐火4階建（１階）
2DK・水洗トイレ

60歳以上
可

日ノ出住宅
（アクアホール近く）

平成10 年度
１戸

耐火4階建（1階）
2DK・水洗トイレ

60歳以上
可

佐保井住宅
（Ａコープ大里店近く）

昭和 52 年度
１戸

簡耐2階建・
3DK・水洗トイレ 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（文京町団地・日ノ出住
宅を除く）
・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
・入居者や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

〇入居時必要なもの　　
・敷金（家賃の3か月分）
・連帯保証人（2名）

〇申込期間　8月21日㈮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
　・ひばりが丘団地・文京町団地
　　　8月28日㈮10：00　串木野庁舎地下大会議室
　・日ノ出住宅・佐保井住宅
　　　8月28日㈮14：00　市来庁舎１階会議室
〇入居予定日　9月10日㈭
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）　

平成２８年成人式実行委員の募集
社会教育課（☎ 21-5128）

　平成 28 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、成人式を企画・運営してみたい高
校生や青年の皆さん、ふるってご応募ください。
〇平成 28 年成人式
・日　程 平成28年1月3日㈰（予定）
・対象者	 平成７年4月2日～平成８年4月1日
	 生まれの新成人
※成人式は市外在住の方でも参加できます。

〇応募・問合せ　8月28日㈮までに社会教育課へ
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強化します！　水道料金の未納対策
上下水道課（☎ 21-5155）

　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ください。

〇未納対策の流れ
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します。
※給水停止により損害が生じても市は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は、まずご連絡ください。

安心で便利な口座振替のご利用を
　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。

〇問合せ　上下水道課上水管理係

平成 27 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）
〇試験日	 11月1日㈰10：00～12：00
〇会　場	 鹿児島市（鹿児島県市町村自治会館）
	 奄美市（奄美市役所）
〇受験手数料　5,000 円
〇願書受付	 8月5日㈬～8月31日㈪
	 8：30～17：15（土・日は除く）
	 願書は8月5日から市役所の上下水道
	 課で配布しています。（市来庁舎	２階）
〇試験問題	 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。
〇合格発表　12月3日㈭

８月は「人権同和問題啓発強調月間」です
社会教育課（☎ 21-5128）

　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、ラジオによる啓発放送や新
聞広告、ポスターなど、様々な人権啓発活動を集中的
に実施することにしています。
　私たちの社会には、様々な人権問題があります。
　人権問題を解決するためには、誰もがお互いの人権
を尊重し、偏見や差別のない社会の実現に向けて努
力を重ねていくことが大切です。
　この機会に、皆さんも身近なことから人権を考えて
みませんか。
〇問合せ　鹿児島県人権同和対策課
	 ☎ 099-286-2573

督
促
状
の
発
送

催
告
状
の
発
送

通
知
書
の
発
送

給
水
停
止
処
分

給
水
停
止

〜給水停止になると〜
・水道が使用できなくなります。
・未納料金の全額支払い後、給水を再
開します。

　なお、土日祝祭日（年末・年始の閉
庁日含む）及び平日の 17：15 以降は、
翌営業日の開栓となります。

・無断使用すると罰金が科せられます。
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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

水産商工課（☎ 33-5638）
　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。
〇日　時	 11月7日㈯ 9：00～21：00（予定）
　　　　	 11月8日㈰ 9：00～17：00（予定）
〇場　所	 串木野新港隣接会場（西薩町）
〇小　間	 １小間（3.6 ｍ×3.6 ｍ）
〇小間料	 １小間13,000 円
※7日㈯夜は花火大会が予定されており、17：00以降
の屋台村まで出店する場合は15,000 円となります。
※食品を取り扱う店舗は、別途臨時営業手数料
2,500 円～3,000 円が必要です。

〇申込・問合せ　8月21日㈮までに水産商工課
	 （Fax可 32-3124）
※出店申込書は、水産商工課、ドリームセンター、
いちき串木野商工会議所、市来商工会、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。

建設業退職金共済制度（建退共）について
水産商工課（☎ 33-5638）

　建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき建
設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小企業
の振興を目的として設立された退職金制度です。
〇加入できる事業主	 建設業を営む方
〇対象となる労働者	 建設業の現場で働く方
〇掛金		 	 日額 310 円
〇特徴
・国の制度なので安全・確実・申込手続は簡単です。
・経営事項審査で加点評価の対象となります。
・掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個
人では必要経費として扱われ、税法上全額非課税
となります。
・事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計
算されます。

　　ホームページ で検索
〇問合せ	 独立行政法人　勤労者退職金共済機構　
	 建退共	鹿児島県支部	☎ 099-257-9216

農地利用状況調査にご協力ください
農業委員会事務局（☎ 33-5647）

　農地法に基づき、毎年１回「農地の利用状況につい
ての調査」が義務づけられています。
　そのため、農業委員会では８月から１１月にかけて、市内
全域で農地利用状況調査を実施し、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。

ねんきん広報だより
市民課（☎ 33-5612）・市来庁舎市民課（☎ 21-5114）

【未支給年金と死亡届】
　年金は、死亡した月の分まで支払われます。受給者
に支払われるはずの年金が残っている場合は、生計を
同一にしていた遺族が未支給年金として受け取ること
ができます。
〇未支給年金の請求
請求者の住民票や死亡者と請求者の関係の分かる
戸籍謄本などが必要です。

〇未支給年金の請求者になれる方
優先順に、亡くなった方から見て
（1）配偶者	（2）子	（3）父母	（4）孫	（5）祖父母
（6）兄弟姉妹	（7）三親等以内の親族

〇未支給年金を請求できる方がいない場合
「死亡届」のみとなり、亡くなった方の年金証書、
申請者の印鑑が必要です。

〇届出が遅れて年金を受け取りすぎると、あとで返さな
ければなりません。届出は速やかにお願いします。
※手続き･相談窓口は市役所市民課または川内年金事
務所（☎22-5276）です。

農業用廃プラスチック類の回収（市来地域）
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（市来地域）
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。
〇回収日時	 8月19日㈬ 8：30～11：00
〇回収場所	 さつま日置農協北中部営農センター
〇処理経費	 処理単価　30 円／㎏程度
	 	 （農協口座で引き落し）
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。

〇問合せ
・さつま日置農協	市来支所		経済課　☎36-2311
・市役所農政課農林係

建退共
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水田の病害虫（トビイロウンカ）情報について
農政課（☎ 33-5635）

　7月２日に、坪枯れをおこすトビイロウンカの飛来が県病害虫防除所にて確認されました。飛来数は例年より多
くなっています。このウンカは、毎年季節風に乗って中国から飛来し、1回につき約 500 個を産卵をします。そし
て秋になると第 3世代（孫世代）で坪枯れを起こします。
　第 3世代となると、飛来した1匹のウンカが 25万匹にまで増殖しており、また飛ぶための羽根もなくなり、水
田内で円状に被害を及ぼします。被害が目立つようになってからは、完全に防除することは困難で、第1世代、第
2世代のうちに個体数を減らしておく必要があります。
　ウンカは孵化してから20日間で次の産卵をします。卵は稲の茎
内に産み付けられるので、卵の時期（10日間）に農薬を散布して
も効果は薄いことから、幼虫の時期が防除適期とされています。
　また最近の研究で、プリンス、アドマイヤー、アクタラ、ダントツ、
アプロードに抵抗性のあるウンカが確認されています。これら以
外の薬剤での防除をお勧めします。
　防除適期は8月24日から29日です。水田の見回りを徹底して、
適切な防除をお願いします。

「カサゴの稚魚」を放流しよう～ふる里の海づくり事業～
水産商工課（☎ 33-5637）

　豊かなふる里の海を次の世代へ引き継ぐために、カサゴの稚魚を放流します。会場では、さまざまな催しがあ
りますのでお気軽にご参加ください。
〇日　時	 8月22日㈯13：00～16：00
〇場　所	 羽島漁協直売所『うんのもん』前（浜田町85 番地1）
〇対象者	 どなたでも参加できます。（稚魚がなくなるまで）
〇参加費	 無料
〇内　容	 ・カサゴ稚魚の放流
	 ・羽島小学校児童の『海』をテーマにした図画展示
	 ・羽島保育園によるマーチング
	 ・荒川小学校による荒川太鼓
	 ・たこ飯のおにぎりのふるまい
〇問合せ	 （公財）かごしま豊かな海づくり協会　☎ 0994-32-5604

みんなの水辺サポート推進事業活動団体募集
土木課（☎ 21-5151）

　県では、県管理河川・海岸で活動する団体を「みん
なの水辺サポーター」として認定し、助成する事業を
行っています。
〇認定団体	 県管理河川・海岸の一定区間100 ｍ以

上の区間を年1回以上、定期的な清掃・
美化活動を行う自治会、団体等

〇参加申込	 参加申込書を鹿児島地域振興局へ提出
〇補助金額	 1団体あたり年間20,000 円を上限
〇対象経費	 混合油、ごみ袋、軍手、草刈機の替刃、鎌、

ほうき、ちりとり、ゴミばさみ、一輪車
の購入費、重機運搬車両のリース料、草
木等の処分手数料

	 ※領収書の写しが必要です。
〇申込・問合せ
　　鹿児島地域振興局　☎ 099-805-7308
　　鹿児島地域振興局日置駐在（申込のみ）

ふるさとの道サポート推進事業活動団体募集
土木課（☎ 21-5151）

　県では県管理道路で活動する団体を「ふるさとの道サ
ポーター」として認定し、助成する事業を行っています。
〇認定団体	 県管理道路の一定区間100 ｍ以上の区

間を年1回以上、定期的な清掃・美化
活動を行う自治会、団体等

〇参加申込	 参加申込書を鹿児島地域振興局へ提出
〇補助金額	 1団体あたり年間30,000 円を上限
〇対象経費	 混合油、ごみ袋、軍手、花苗、肥料、草

刈機の替刃、鎌、ほうき、ちりとり、ゴミ
ばさみ、一輪車の購入費、重機運搬車両
のリース料、草木等の処分手数料

	 ※領収書の写しが必要です。
〇申込・問合せ
　　鹿児島地域振興局	　☎ 099-805-7308
　　鹿児島地域振興局日置駐在（申込のみ）

坪枯れを起こした田んぼトビイロウンカの成虫
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警察官採用試験
まちづくり防災課（☎ 33-5631）

　鹿児島県では、警察官 B（高校卒業程度）の採用
試験の受験者を募集します。
〇受付期間
（インターネット）8月5日㈬～8月19日㈬
（持		参・郵		送）8月5日㈬～8月21日㈮

〇第一次試験日	 9月20日㈰
　受験資格・受験手続等の詳細は、鹿児島県警察
ホームページをご覧になるか、警察本部またはいち
き串木野警察署へお問い合わせください。

〇問合せ
鹿児島県警察本部警務課採用係	 ☎ 099-206-0110
いちき串木野警察署警務課	 ☎ 0996-33-0110

交換留学生募集
政策課（☎ 33-5628）

　串木野ロータリークラブでは、次世代を担う若者が
海外でのさまざまな体験を通して自らの国際理解を深
め、国際親善に寄与していくことを目的として交換留
学生を募集しています。
〇応募資格
・出願時に中学3年生、高校1・2年生であること。
・平成28年8月31日時点で18歳以下であること。

〇派遣期間 平成 28 年 8月から約10か月間。
〇派遣予定先	 スウェーデン・カナダ・メキシコ・フランス・
	 イタリア・アメリカ・イギリス・韓国・台湾・
	 ペルー他
〇費　用	 往復運賃、渡航手数料、旅行保険料、研修費等
〇申込期限	 9月30日㈬まで
〇申込・問合せ　串木野ロータリークラブ会長	小原
	 					　☎ 33-1801

国際料理交流参加者募集
政策課（☎ 33-5628）

　市の国際交流協会では、市内在住の外国人と一緒
に簡単な料理を作り、交流したい方を募集します。い
ま世界で注目されている「和食」について、楽しく学ん
でみませんか。
〇日　時	 9月19日㈯11：00～14：00（受付10：30）
〇募集数	 10 名（高校生以上。定員になり次第締切）
〇場　所	 働く女性の家　調理室
〇内　容	 日本の家庭料理と飾り巻き寿司
〇講　師	 讃井ゆかりさん（管理栄養士　飾り巻
	 き寿司インストラクター）
〇参加料	 500 円
〇申込み	 ９月11日㈮までに市国際交流協会事務
	 局（市役所政策課内）へ　☎33-5628
※なお、お子様連れの方は託児もありますので、お
気軽にご参加ください。

本市のラーメンに関する資料を集めています
観光交流課（☎ 33-5640）

　本市は、昔からラーメン取扱店が多く、多くのお客
様に愛されてきました。今回本市のラーメンに関する
資料を集め、昔ここにラーメン店があったというマップ
や本市のラーメンに関する歴史を作成することになり
ました。
　本市ラーメンに関することであれば、どんな情報で
も構いませんのでお寄せください。
　情報をお寄せいただいた方の中から、抽選で10 名
様に即席まぐろラーメンを差し上げます。
・市内のどこどこに、○○ラーメン店があった。
・こういう味のラーメンがあった。
・旧串木野市･旧市来町に最初に開店した店を知っ
ている。
・本市ラーメンに関する資料や写真を持っている。

など
○募集期間・問合せ　９月2日㈬までに観光交流課へ
　　電話・メール・FAXなどで受け付けています。
　　　メール　kankou1@city.ichikikushikino.lg.jp
　　　FAX　32-3124
　　応募の際はお名前等連絡先をお知らせください。

～おふくろの味再発見～郷土料理教室開催
農政課（☎ 33-5635）

　生活研究グループでは、郷土理教室を開催します。
　地元の食材をふんだんに使って、懐かしいおふくろ
の味を手作りしてみませんか。
〇日　時	 ８月27日㈭ 9：30～13：00（受付 9：00～）
〇場　所	 中央公民館　調理室
〇対象者	 市民　先着20 名
〇受講料	 無料（材料費のみ実費負担 500 円程度）
〇内　容	 地域の食材を使った郷土料理の実習　
	 （えそのつけあげ、さつま汁など）
〇持参品	 エプロン、三角巾、材料費
〇申込期間	 ８月10日㈪～8月17日㈪
〇申込み	 生活研究グループ会長	松下☎32-1155
	 または農政課へ

英語絵本の読み聞かせ会参加者募集
政策課（☎ 33-5628）

〇日　時	 ９月12日㈯14：00～15：00
〇対象者	 ３才から小学生程度の子どもと保護者
〇募集数	 親子12組程度（定員になり次第締切）
〇場　所	 中央公民館会議室
〇講　師	 ミシェール	カトウさん（県国際交流員）
〇参 加 料	 無料
〇申 込 み	 ８月28日㈮までに市国際交流協会事務局
	 ☎ 33-5628（市役所政策課内）
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鹿児島弁検定開催
観光交流課（☎ 32-3111）

　第 7回鹿児島弁検定（初級・中級・上級）が開催
されます。鹿児島弁の素晴らしさを再認識し、その温
かさ、面白さを再発見してみませんか。
　今回は劇団「ふっとんたん」による、鹿児島弁講座
のあと、寸劇を見ながら受験できます。
〇日　時	 9月13日㈰（受付12：00～）
	 鹿児島弁事前講座　13：00～
	 検定試験（寸劇による出題）14：00～15：30
〇会　場	 中央公民館
〇検定料	 初級 1,000 円、中級1,500 円、上級 2,500 円
〇申込締切	 8月24日㈪まで（定員になり次第締切）
〇問合せ	 鹿児島弁検定実行委員会いちき串木野
	 支部（宮之原）☎ 090-1517-7668
第 40 回 ちかび展示館夏のイベント開催

政策課（☎ 33-5634）
　皆様のご来館をお待ちしております。
〇日　時　８月23日㈰９:00～15:30
〇場　所　ちかび展示館
〇イベント内容
・お楽しみ抽選会（10:00、13:00、14:30）
・ゲーム、クイズ、作業トンネル見学会、岩盤水封
方式実験など

〇問合せ　
ちかび展示館	☎ 32-4747　（火・水曜日は休館日）
日本地下石油備蓄㈱	総務課	☎ 32-6800

羽島納涼盆踊り大会
社会教育課（☎ 21-5128）

　羽島青年学級主催の「羽島納涼盆踊り大会」が開
催されます。皆様のご来場をお待ちしています。
〇日　時	 ８月13日㈭18：30～
〇場　所	 れいめいふれあい公園（羽島交流センター横）
〇内　容	 盆踊り、出店など
〇問合せ	 羽島青年学級　久保☎ 090-7166-9730
「福」が「生」まれる「生福市」の開催

まちづくり防災課（☎ 33-5632）
　生福地区まちづくり協議会では、生福案山子コンテ
ストにあわせて地元の物産品や加工品を販売します。
〇日　時	 8月30日㈰	 9：00～15：00
	 9月13日㈰	 9：00～15：00
※商品がなくなり次第終了します。お早めにご来場
ください。

〇場　所	 案山子コンテスト会場（生福交差点近く）
〇販売品	 野菜・くだもの・加工食品・手芸工芸品等
〇問合せ	 生福地区まちづくり協議会事務局
	 （生福交流センター　☎32-4869
	 または木塲　☎ 090-7291-8241まで）

第２３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）

〇日　時	 ８月２２日㈯　17：30 開会
〇場　所	 生冠中グラウンド
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）

〇参加料	 1人 300 円
〇申込期限	 8月11日㈫まで
〇申込･ 問合せ　串木野西陸上スポーツ少年団　
	 　　事務局　都甲　☎32-9533

弓道教室（串木野弓道場）の開催
市民スポーツ課（☎ 21-5129）

〇日　時	 ９月1日㈫から毎週火曜日
	 20：00～22：00（計20 回コース）
〇場　所	 串木野弓道場
〇対象者	 中学生以上
〇参加料	 無料
〇申込先	 橋口　☎36-4614
※弓具等は、貸与します。
※上記以外の日程でも相談に応じます。

第８回 B ＆ G 杯パークゴルフ大会
市民スポーツ課（☎ 21-5129）

〇日　時	 ９月６日㈰ 9:00 開会式
〇場　所	 いちき串木野市パークゴルフ場	
〇競技方法　
・種目　男女別個人戦
・36ホールストロークプレー
・日本パークゴルフ協会規則に基づいて行う
・同順位の場合は優勝から３位までプレーオフとし
以下は年齢（上位）勝ちとする。

〇募集数	 先着 50 名
〇参加料	 １人1,500 円（大会当日納入）
・コース使用料・昼食等含む
・クラブ・ボールをお持ちでない方貸出無料

〇申込期限	 ９月１日㈫
〇申込先	 パークゴルフ場に直接申し込み
	 ☎ 32-8118
〇問合せ	 いちき串木野市 B＆G海洋センター
	 指定管理者㈱日本水泳振興会　☎32-8994

放送大学 10 月入学生募集
社会教育課（☎ 21-5128）

　放送大学はテレビなどの放送を利用して授業を行う
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。
〇出願期限　9月20日㈰必着
〇資料請求　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。
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初めてのパソコン講座生募集
水産商工課（☎ 33-5638）

　パソコンを少しでも習ってみたい方、自宅やサークル
活動、自治会活動等でのイラストの入った文書作成や
表・グラフ作成、ハガキ印刷など行ってみませんか。
〇対象者	 初心者・中高年者	
〇日　時	 8月24日㈪～9月18日㈮
	 毎週月・水・金（12日間 72時間）
	 9:00～16:00
〇場　所	 川内技術開発センター
〇内　容	 パソコン操作の基礎・文書作成・表作成
	 グラフィック機能・初めてのインターネット
〇定　員	 先着 20 名
〇受講料	 ２万円（別途テキスト代 3,500 円程度）
〇申込方法	 電話または FAX（講座名・住所・氏名・
	 電話番号を記入）
〇申込締切 8月18日㈫
〇問合せ 川内技術開発センター	
	 ☎ 22-3873　	FAX	20-6423

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	 8月8日㈯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	 「長澤鼎をめぐるあれこれ」
	 鹿児島国際大学文化学部教授　森	孝晴氏

〇募集数	 25 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　橋口
　メール nichiei.you@gmail.com　☎ 090-4340-4782

にっぽん縦断「こころ旅」のエピソードを募集
観光交流課（☎ 33-5640）

　NHKBSプレミアム「にっぽん縦断	こころ旅 2015
～秋の旅」鹿児島編（11/30～12/4放送予定）では、
旅人（火野正平）が皆様の心にある風景を訪ねる旅番
組を制作するにあたり、皆様のこころの風景とエピソー
ドを募集しています。
※9月下旬頃までに届くと番組で取り上げられる可能
性が高くなります。

〇募集期限	 10月26日㈪（必着）
〇募集内容	 思い出の場所・風景とその場所にまつわ
	 るエピソードなど
〇応募方法
①番組ホームページhttp://www.nhk.or.jp/kokorotabi/
②ファックス　03-3465-1327
③お便り　〒150-8001　ＮＨＫ「こころ旅」係

〇問合せ	 ＮＨＫふれあいセンター
	 　☎ 0570-066-066（または☎ 050-3786-5000）

第84号

見守り
新鮮情報

●「消費者ホットライン」は、全国共通の電話番号から消費生活センター等の消費生活に関
する身近な相談窓口を案内します。開始当初の電話番号「0570-064-370」もお使いいた
だけます。（ガイダンス終了後、相談窓口につながった時点から通話料金がかかります。）

●市の相談窓口が休日などで開所していない場合等には、開所している都道府県の相談
窓口や国民生活センター等を案内します。

●自分が相談している窓口の名称と電話番号を必ず確認しましょう。後から連絡する場合
に役立ちます。
●消費生活でのトラブルでどこに相談してよいか分からない場合には、一人で悩まずに
「消費者ホットライン」を利用しましょう。

消費生活相談は
「188」

見守るくん

ひとこと助言

悪質商法等による被害、不適切な表示に関するトラブル、
製品やサービスなどによる危険や危害などについて相談したいと
きは「消費者ホットライン＝局番な
しの『188』」をご利用ください。
「188」へ電話をすると、音声ガイダンス

が流れ、郵便番号を入力するなどを行えば、お住まいの地域の消
費生活センター等をご案内します。

消費生活相談は「188」へ！
　いちき串木野市にお住まいの方は「いちき串木野市消費生活相談窓口」（☎33-5638）にお電話ください
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生涯学習講座　（短期講座） 受講生募集
社会教育課（☎ 21-5128）

講　座　名 定　　員 講座内容（用意するもの） 会場及び開催日 会　場 申込期限

ふるさとうんまかもん
郷土料理

一般成人
20 名

鹿児島の郷土料理を作り味わいます。
（材料費1,000 円程度）

9/5		9/19 土曜日
（全２回）
9:30～12:00	

中央公民館 8/19 ㈬エッセー教室 一般成人
15 名

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。

9/1		9/15		9/29		
10/13	10/27	11/10
火曜日（全 6回）
13:30 ～15:00

脳と心とからだを
元気にする心理講座

一般成人
15 名

ストレス軽減に役立つ方法を体験し、
日常に生かすヒントを学びます。

9/11		9/18		10/9		
10/16金曜日（全4回）
10:00 ～11:30

はじめての
韓国語講座

一般成人
20 名

韓国語の読み書き、基本会話の
習得を目指します。
（教科書代 2,500 円程度）

9/11～11/27の金曜日
（全10 回・10/30と
11/13 は休み）
18:00～20:00

串木野
高等学校

8/26 ㈬
親子で楽しく
リトミック

未就学児と
その家族 20 組

音やリズムを用い、楽しみながら
親子のコミュニケーションを図り
ます。

9/18金曜日
10:30 ～11:30

上名交流
センター

〇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。
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。
	 	 （ファックスでも申込可。氏名・住所・電話番号・年齢・申込講座名を記入。FAX	36-5044）
〇その他	 申込者が少ない場合は開講しない場合があります。

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）

講	座	名 期　日 時　間 定員 回数 講	座	内	容（用意するもの）

本皮のミニ
トートバッグ

9月～12月の
第 2土曜日 9:30 ～11:30 10名 4 回 ミシンで縫えるソフトレザーを使い、お洒落なミニトー

トバッグを作ります。（裁縫道具・3000 円程度）

簡単アロマ
ソープ作り 9/2 ㈬ 10:00 ～11:30 15名 1回 自分の好きなアロマオイルが香る石鹸を作って心安ら

ぐバスタイムに！（500 円）

切り絵 9/3 ㈭から
毎週木曜日 10:00 ～11:30 15名 5回 広報紙で話題になった切り絵を体験。家に飾れるよ

うな素敵な作品を作ります。（800 円）

市販のルーを
使わないカレー 9/18 ㈮ 9:30～12:00 30名 1回 市販のルーを使わない簡単で美味しいカレーを作りま

す。（エプロン、三角巾、400 円程度）

〇対　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。
〇受講料	 無料（ただし材料費実費負担）
〇申込み	 8月26日㈬までに働く女性の家へ申し込み（受付　火～土　9:00～17:00　月曜休館）
〇託　児		 満２歳以上～未就学児。必要な方は申込時にお知らせください。
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市制施行10周年記念企画
「i（い）～とこ見つけた絵画展」作品募集

政策課（☎ 33-5072）
〇募集テーマ	「i（い）～とこ見つけたいちき串木野」
	 いちき串木野には「i（い）～とこ」がいっぱい！
	 私達のまちのこんな場所やこんな事が好きというのを絵にして応募してください。

「	i	（い）～とこ見つけた」の「	i	」は、いちき串木野をアルファベットで表すと「Ichikikushikino」
と「	i	」が 5文字も含まれており、これは全国の市の中で一番多い数です。
市では市制施行10周年にあわせて、「出あい」「愛情」「あいさつ」「interesting（興味）」など、
「	i	（あい）」をテーマにした企画を実施することとしております。この絵画展もその企画のひとつです。

〇募集対象	 市内の小中学生
〇規　格	 画用紙八つ切りサイズ271㎜×391㎜
	 縦横可・色画用紙可・用紙以外の画材
	 （はり紙・クレヨン等）は自由
〇賞	 中学生の部・小学校４～６学年の部・
	 小学校１～３学年の部それぞれに
	 市長賞・議長賞・教育長賞・特選・入選
〇展　示	 10月11日㈰に開催される市制施行
	 10周年記念式典会場に展示。
	 また、市長賞・議長賞・教育長賞は
	 「広報紙市制施行10周年記念特別号」
	 に掲載。他にも文化祭などで、展示を予定。
〇応募・問合せ
　　　政策課「i（い）～とこ見つけた絵画展」応募係
　　　　☎	0996-33-5672

どきどき、わくわく
国民文化祭・かごしま 2015 ニュース

vol.7
社会教育課（☎ 21-5113）

〇ボランティア募集
　10月31日から11月15日まで県内各地で開催
される「第 30 回国民文化祭・かごしま2015」で、
県が主催する総合フェスティバル（開会式・閉会式）
等のスタッフとして大会を支えていただくボランティ
アを募集中です。
　募集要項・応募用紙は、下記の国文祭ホームペ
ージに掲載してありますので、興味のある方は、ぜ
ひご覧ください。

いちき串木野市開催の３事業は、こちら！
① 薩摩藩英国留学生フェスティバル
11月７日㈯、８日㈰
内容	 黎明祭、留学生渡欧劇、シンポジウム、
	 帆船クルーズ、英国式ハンギングバスケット
	 （記念館が花で装飾されます）

② 国民文化祭 in いちき串木野「食の祭典」
11月７日㈯、８日㈰
内容	 濱﨑龍一シェフの料理教室＆トークショー・
	 物産展など

③ シンポジウム「金山の歴史」
11月15日㈰
内容	 講演、宝石採り体験、郷土芸能披露、中
	 学生の研究発表、バルーンアート体験など

  本番に向けて、準備も進んでおります。
  当日はぜひ、お越しください！          

ひっとべ！
かごしま国文祭

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！！

国文祭ホームページ http://kagoshima-kokubunsai.jp/

〇応募方法
・市立小中学校は学校を通して市に提出
・神村学園、養護学校は直接持参か郵送
・応募用紙に必要事項を記入し作品裏面に添付
・各学校にも案内してあります。

〇応募期限　9月4日㈮
「 i（い）〜とこ見つけた絵画展」応募用紙

名前（ふりがな）
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