
　市では新婚世帯の住居費等を支援します。
〇対象者　以下の全てに該当する世帯
・平成 31年 1月 1日から令和 2年 2月 28 日まで
の間に婚姻届を提出した世帯

・平成 31年 1月 1日から令和 2年 2月 28 日までの間
に結婚を機に本市に住居を新たに購入・賃借した世帯

・世帯の所得が 340 万円未満であり、夫婦共に婚
姻日における年齢が 34歳以下の世帯

※その他要件があります。詳細は市ホームページを
ご覧ください。

〇対象経費
・結婚を機に新たに住宅を取得・賃借する際に要した費用
・結婚に伴う引越の費用
〇補 助 金　�1世帯当たり上限 24万円（予算がなくなり次第終了）
〇申請方法　申請書等を政策課へ提出
※用紙は、政策課窓口または市ホームページからダ
ウンロードできます。

〇申請期限　令和 2年 3月 13日（金）
〇問 合 せ　政策課　☎ 33-5634

鹿児島市、日置市、いちき串木野市、姶良市の 4
市合同で、企業対抗運動会及び交流会を開催します。
同僚を誘って、楽しく交流しませんか。

〇開催日　9 月 28 日（土）
〇内　容
①運動会（綱引き、大縄跳びなどチーム対抗競技）
②出会い（結婚支援）を目的とした交流会

〇募集数　30 名（1チーム）
※いちき串木野市連合チームとして参加し、30 名
を超えた場合、調整します（独身者を優先します）。

※ 4市で 24チーム程度参加します。
〇申込期限　7 月 30 日（火）
※希望者には、イベント内容の説明会（7/22）が
あります。希望者は 7月 18 日（木）までに政策
課へご連絡ください。

〇申込・問合せ　政策課　☎ 33-5634

臨時職員を募集します。応募する方は、履歴書及び
障害者手帳の写し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。
〇募集人数	 1 名
〇業務内容	 電話交換業務
〇雇用期間	 8 月 1日～令和 2年 3月 31日
〇勤務時間	 9：30 ～ 15：00
〇勤 務 日	 月～金曜日（祝日除く）
〇賃　　金	 月給 74,700 円
〇資 格 等	 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者
　　　　　　保健福祉手帳を保有していること
〇勤務場所	 市役所串木野庁舎
〇特記事項	 市税等の滞納がないこと
〇募集期限	 7 月 19 日（金）
〇選考方法	 面接（日時は後日連絡）
〇問 合 せ	 総務課　☎ 33-5625

〇日　　時　７月 23日（火）13：00～ 16：00
〇場　　所　市役所市来庁舎
〇相談内容　	日常生活での悩み事やトラブルなど身近

な事から何でも構いません
〇申込方法　鹿児島県弁護士会に電話で予約
〇申込・問合せ　鹿児島県弁護士会　☎ 099-226-3765
　　　受付時間�9：00 ～12：00、13：00 ～17：00

臨時職員を募集します。応募する方は、履歴書を串
木野庁舎総務課に提出してください。
〇募集人数	 1 名
〇業務内容	 医療費レセプトの点検及び分析業務
〇雇用期間	 8 月 1日～令和 2年 3月末
〇勤務時間	 9：00 ～ 17：00
〇勤 務 日	 原則　月～金曜日（祝日除く）
〇賃　　金	 日額 6,160 円
〇資　　格	 医療事務（実務経験 1年以上）
〇勤務場所	 健康増進課（串木野庁舎）
〇保　　険	 社会保険・雇用保険あり
〇募集期限	 7 月 19 日（金）
〇選考方法	 面接（日時は後日連絡）
〇問 合 せ	 健康増進課　☎ 33-5613

新婚さんの新生活を応援します

臨時職員募集

鹿児島県弁護士会の『巡回無料法律相談会』

臨時職員募集

出会い・ふれあい企業対抗運動会参加者募集
～企業の枠を超えた出会いのチャンス～

①運動会 ②交流会

時　　間 10：00 ～15：30 18：30 ～21：00

対　　象
いちき串木野市内
事業所に勤務、ま
たは在住する方

20歳～40 歳の独
身者で、運動会に
も参加する方

場　　所 鹿児島アリーナ 城山ホテル鹿児島

料　　金 保険代のみ 1人4,000 円
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母乳を介する母子感染を防ぐため、抗体陽性の妊婦
の方から生まれた乳児の粉ミルク代の一部を助成しま
す。
〇対象となる方
鹿児島県内に住所があり、次の要件を全て満たす方
① �HTLV-1 の抗体が陽性である妊婦の方から生まれ
た乳児の保護者
②平成 31年 4月１日以降に生まれた乳児の保護者

〇助成金額
　乳児一人につき、24,000 円を一括助成します。
なお、県外から転入の方は、転入月から乳児の満 1
歳の誕生月の前月までの月数に 2,000 円を乗じた
金額を助成します。

〇手続き・問合せ
鹿児島県くらし保健福祉部健康増進課
感染症保健係　☎ 099-286-2724

〇助成対象者
　在宅療養を行う 40歳未満の末期がん患者
〇対象となるサービス
・居宅サービス（訪問介護、訪問入浴介護）
・福祉用具貸与（20歳～ 39歳）
・福祉用具購入（20歳～ 39歳）
・医師の意見書等に係る費用
〇本人負担額　利用料の 1割
　※支給限度額を越える部分は全額自己負担です。
〇申請に必要なもの
・若年末期がん療養支援事業利用申請書
・意見書または末期がんであることが確認できる書
類

　※詳しくは、市ホームページをご覧ください。
〇問合せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

〇重症熱性血小板減少症候群（SFTS）
　多くの場合、SFTS ウイルスを保有しているマダ
ニに咬まれることにより感染する病気です。
　マダニに咬まれてから 6日～ 2週間程度の潜伏
期間の後、発熱や消化器症状（食欲低下、嘔気、嘔吐、
下痢、腹痛）などの症状がでます。

〇感染予防対策
・森林や草むら、藪などに入る場合には、長袖・長
ズボン、足を完全に覆う靴、帽子、手袋を着用し、
首にタオルを巻く等、肌の露出を少なくする。

・服は、目視によりマダニを確認しやすい、明るい
色のものを着用する。

・屋外活動後は入浴し、マダニに刺されていないか
確認する。（特に、わきの下、足の付け根、手首、
膝の裏、胸の下、髪の毛の中など）

※現在、SFTS ウイルスに対する有効なワクチンは
ありません。

〇マダニに咬まれたら
・マダニに咬まれた後、数週間程度は体調の変化に
注意し、発熱等の症状がある場合は、医療機関で
診察を受ける。

・吸血中のマダニに気付いた際、無理に引き抜こう
とせず、医療機関でマダニの除去、洗浄などの処
置をしてもらう。

〇問合せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

降雨の影響で、過去に浸水の被害を受けた地域（春
日町、汐見町）にお住まいの方を対象に住宅かさ上げ
工事等へ補助を行っています。
　詳しくはお問い合わせください。
〇問合せ　都市計画課　☎ 21-5152

夏季は食中毒における感染者の増加が予測される
ことから、次の感染予防に努めましょう。
【腸管出血性大腸菌の症状】
〇症状…�水様の下痢、激しい腹痛、血便、嘔吐や

38℃台の発熱等
【感染症を防ぐには】
①手洗いを十分行う
　�　帰宅時、調理前、食事前、用便後等には薬用せっ
けんで手洗いをする。
②食品の取扱いは清潔に
・食材はよく洗う。
・腸管出血性大腸菌は、75℃、1分間の加熱（食
品の中心温度）で死滅する。

・生肉などにふれた調理器具や食器類は、熱湯な
どで十分消毒する。

・調理した食品は、早めに食べるようにし、冷蔵
庫、冷凍庫を過信しない。

③飲料水の衛生管理
・井戸水などの生水は、必ず煮沸して飲む。
・定期的に井戸水や受水槽の検査をする。
④二次感染予防策の徹底
　�　ヒトからヒトへの二次感染予防策に努め、消毒
などをするなどして衛生管理にも注意を払う。

�　腹痛や水様性下痢などがある場合は、自己診
断、自己治療はしないで、医師の診察を受けま
しょう。

〇問合せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

若年末期がん患者に対する療養支援事業

マダニの感染症に注意しましょう

浸水のおそれのある住宅のかさ上げに補助

みんなで予防しよう！
腸管出血性大腸菌（Ｏ-157等）による食中毒

HTLV-1の方へ
粉ミルク代を一部助成します
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現在、お使いの国民健康保険証の有効期限は 7月
31 日までです。８月１日以降は、新しい保険証でな
いと診療は受けられません。今年度から、対象となる
方には、新しい国民健康保険証を郵送します。
〇郵送期間　7 月中旬～下旬
〇郵送の対象外となる方
　　保険証をお持ちで、4月以降に在学証明書を提出
していない方。4月以降の在学証明書と印鑑（スタン
プ印不可）を持って、健康増進課で手続きしてください。

〇問合せ　健康増進課　　　☎ 33-5613
　　　　　市来庁舎市民課　☎ 21-5117

現在、国民健康保険限度額適用認定証や国民健康保
険限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方は、
有効期限が 7月 31日までです。
該当する方は、更新手続きをしてください。

〇申請開始日　8 月 1日（木）
〇申請に必要なもの　
国民健康保険証・世帯主の印鑑（スタンプ印不可）

〇問合せ　健康増進課　☎ 33-5613

市と保健所では、精神障害者（統合失調症）のご家
族を対象に「家族教室」を開催します。
ご家族同士で同じ悩みや体験などを語り合い、関

わり方やサポートの仕方、地域で活用できる障害福祉
サービスなど一緒に情報交換しませんか。
〇日　時　7 月１7日（水）14：00～ 16：00
〇場　所　串木野健康増進センター
〇参加費　無料
〇申込・問合せ	 串木野健康増進センター　☎33-3450
� 伊集院保健所　☎ 099-272-6301

〇熱中症とは
　高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水
分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働
かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。

〇症状
・めまい、立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のこむ
ら返り、気分が悪い

・頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感、いつもと
様子が違う

・重症になると…�返事がおかしい、意識消失、けい
れん、からだが熱い

〇予防対策
　室内では…�気温や湿度の高い日には、無理な節電は

せず、適度に扇風機やエアコンで温度を
調節しましょう

　屋外では…�暑い中での無理な運動はさける
　　　　　　�日傘や帽子の着用、日陰の利用、こまめ

な休憩
〇こまめに水分を補給する
�　室内でも、外出時でも、のどの渇きを感じなくて
も、こまめに水分・塩分・経口補水液※などを補給
する。

〇応急処置
・エアコンが効いている室内や風通しのよい日陰な
ど涼しい場所に移す

・衣服をゆるめ、からだを冷やす（特に首の回り・
わきの下・足の付け根など）

・水分補給（水分・塩分、経口補水液※など）
※経口補水液…水に食塩とブドウ糖を溶かしたもの
※�症状が改善しないときは、すみやかに医療機関を
受診しましょう。

（注意）�　暑さの感じ方は、人によって異なります。そ
の日の体調や暑さに対する慣れなどが影響しま
す。体調の変化に気を付けましょう。

　　　�　高齢者や子ども、病気のある人（高血圧、心
臓病など）は、特に注意が必要です。

〇問合せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

鹿児島県では肺がんが、がん死因の第 1位となっ
ており、年々増加傾向となっています。
肺がんの早期発見・早期治療につなげるため、低線

量 CT肺がん検診を実施します。
〇対 象 者　50 歳以上（受診日時点）の鹿児島県民
〇実施期間　6 月 1日～令和２年 3月 31日
〇検診費用　5,250 円（自己負担金）
〇定　　員　県内で 4,000 名
〇検診機関　	鹿児島県ホームページをご覧になるか、串木

野健康増進センターへお問い合わせください。
　※�低線量 CTとは、従来のレントゲン検診よりがん発見率

が高く、通常の CT検診より被ばく量が少ない検診です。
〇問 合 せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

現在の被保険者証は、8月 1日で更新されます。今
回「有効期限　令和２年７月 31日」と記載した新し
い保険証を 7月末までに自宅へ郵送します。届いた
ら住所や氏名等に誤りがないか確認し、8月 1日以降
は新しい保険証で受診してください。
※ 8月以降も限度額適用・標準負担額減額認定証の
要件に該当する方は、新しい認定証を被保険者証と
一緒に送付します。

〇問合せ　健康増進課　☎ 33-5613
　　　　　市来庁舎市民課　☎ 21-5117

学

新しい国民健康保険証を郵送します

国民健康保険の限度額適用認定証の更新手続き

精神障害者家族教室のご案内

熱中症を防ごう

低線量CT肺がん検診

８月は後期高齢者医療制度
被保険者証の更新月です
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少子高齢化に伴い、地域共生社会の構築が求められ
ています。高齢者クラブの活動に興味のある方なら、
どなたでも参加できます。申込不要で、参加費も無料
です。
〇日　時　7 月 11 日（木）9：30～ 11：45
〇場　所　串木野高齢者福祉センター
〇内　容	 ・講演「地域包括ケアとは」
� ・講話・劇�「認知症を知り地域で支えあおう」
� ・事例発表「クラブの復活」
〇定　員　150 名程度
　※高齢者元気度アップ・ポイント対象事業です。
〇問合せ　市高齢者クラブ連合会事務局
　　　　　（いちき串木野市社会福祉協議会内）
　　　　　☎ 080-6432-3370　福元
　　　　　☎ 090-7183-5612　祐下

市高齢者クラブ連合会では、グラウンドゴルフや花
壇整備美化、子ども達との異世代交流、研修旅行など
の活動に加え、「支えられるから支えるへ」を合言葉に、
高齢者が相互に支え合う取組を進めています。
高齢者クラブに加入して、様々な活動に参加してみ

ませんか。現在高齢者クラブがない地区の新クラブ設
立も歓迎します。
〇問合せ　市高齢者クラブ連合会事務局
　　　　　（いちき串木野市社会福祉協議会内）
　　　　　☎ 080-6432-3370　福元
　　　　　☎ 090-7183-5612　祐下

鹿児島県警察では、技術職員を募集します。職務内
容は主に、毒薬物等の科学鑑定です。
〇受付期間　（持参・郵送）7月11日（木）～26日（金）
　※郵送は 7月 26日までの消印有効。
　※インターネット受付はありません。
〇第一次試験日　8 月 18 日（日）
　※�詳細は、鹿児島県警察ホームページをご覧になる
か県警察本部、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　���☎ 33-0110

感電事故防止のため、電線付近で魚釣りやセミとりをし
たり、切れた電線には絶対に触れないようにしてください。
万一、釣り糸などが電線等に引っかかった場合や、切れ

て垂れ下がった電線を見つけた場合は絶対に近づかず、九
州電力までご連絡ください。

　〇問合せ　九州電力川内営業所　☎ 0120-986-802

令和元年度の保険料免除等の申請受付が７月 1日
から始まっています。失業や経済的な理由等で納付が
困難な場合は、申請により免除・猶予となる「保険料
免除制度」や「50歳未満納付猶予制度」があります。
保険料が未納状態の場合、万一、障害や死亡などの

不慮の事態が発生したとき、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。なお、免除・猶
予を受けていた期間の保険料は、10 年以内であれば
「追納」できます。
※「追納」とは
　将来受け取る老齢基礎年金を増やすため、免除等の
承認を受けた期間の保険料を、10年以内であれば遡っ
て納めることができる制度です。
〇申請・問合せ　市民課　　　　　☎ 33-5612
　　　　　　　　川内年金事務所　☎ 22-5276

毎年 7月は、“ 社会を明るくする運動 ” 強調月間で
す。社会を明るくする運動は、犯罪や非行をした人の
立ち直りについて、みんなで考え犯罪や非行が起きな
い社会をつくろうという、全国で行われている運動で
す。凶悪事件が増加している背景には、地域社会や家
庭の犯罪抑止力及び教育力といった「地域力」の低下
があると考えられています。
家庭の絆を強化し、地域住民が一体となって犯罪や

非行を未然に防ぐための活動を推進し、明るい地域社
会を築きましょう。
〇行動目標
①�犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築くた
めの取組を進めよう
②犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよう

〇重点事項
・出所者等の事情を理解した上で雇用する企業の数を増やすこと
・帰るべき場所がないまま、刑務所から社会に戻る
人の数を減らすこと

〇問合せ　福祉課　☎ 33-5618

市では 7月 14日の「県民の日」に併せ、薩摩藩英
国留学生記念館の無料開放を行います。
〇日　時　7 月 14 日（日）10：00～ 17：00
〇問合せ　社会教育課　☎ 21-5128

鹿児島県は、県民が郷土の歴史や文化を見つめ
直し、郷土に対する理解と関心を深め、ふるさと
を愛する心を育むことにより、自信と誇りを持っ
て、より豊かな鹿児島県を磨き上げることを期す
る日として、7月14日を「県民の日」と定めました。

ゆめ・ときめき活動推進セミナー

高齢者クラブへ入会しませんか

鹿児島県警察職員（技術職員）採用試験

九州電力から感電事故防止のお願い

国民年金保険料免除・猶予申請

～犯罪や非行を防止し、
立ち直りを支える地域のチカラ～

「県民の日」に係る
薩摩藩英国留学生記念館の無料開放
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　バスケットボール競技大会
令和元年度全国高等学校総合体育大会バスケット

ボール競技大会が、７月 28日（日）から 30日（火）
に市総合体育館で開催されます。
各県の厳しい予選を勝ち抜いた高校生が集まり、日

本一をかけて熱いゲームを繰り広げます。
ぜひ観戦いただき、ご声援をお願いします。

〇日　時　7 月 28 日（日） 9：30～ 17：50
　　　　　　　29日（月）10：00～ 16：40
　　　　　　　30日（火）10：00～ 16：40
〇場　所　市総合体育館（入場無料）
〇持参品　スリッパ（上履き）、靴入れ袋　など
　※他会場でも試合を同時開催。
　　吉田文化体育センター（7月 28日～ 29日）
　　サンアリーナせんだい（7月 28日～ 8月 2日）

　	バスケットボール競技大会の開催に伴う市総合体
　育館施設の利用制限について

大会開催に係る会場設営及び撤去の期間中は、市総
合体育館内トレーニングルーム及びランニングロード
は利用できません。
市民の皆様のご理解ご協力をよろしくお願いします。

〇トレーニングルームの利用制限期間
　７月 28日（日）～ 30日（火）の３日間
〇ランニングロードの利用制限期間
　７月 23日（火）～ 31日（水）の９日間
〇問合せ
　全国高等学校総合体育大会いちき串木野市実行委員会事務局
　（市民スポーツ課国体推進係内）☎ 21-5120

〇参加資格　戦没者遺児
〇申込み　鹿児島県遺族連合会　☎ 099-812-8292
〇問合せ　（一財）日本遺族会事務局　☎ 03-3261-5521

農地法に基づき、農業委員会では 7月から 8月に
かけて市内全域で農地利用状況調査を実施します。
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、農地へ立ち入る場合がありますの

で、ご理解とご協力をお願いします。
〇問合せ　農業委員会事務局　☎ 33-5647

〇日　　時　8 月 25 日（日）9：00～ 15：30
〇場　　所　照島海岸
〇内　　容　ビーチバレー、ビーチフラッグス
〇参加資格　中学生以上の男女混成４人制
〇募 集 数　40 チーム（先着順）
〇参 加 費　１チーム 5,000 円
〇募集期間　7 月 8日（月）～ 26日（金）
　※詳細は市来若者隊ホームページへ
　※�当日の大会運営ボランティアを募集しています。
興味のある方はご連絡ください。

〇問 合 せ　マリンビーチフェスタ実行委員会
　　　　　　（市来若者隊事務局�有村）　☎ 090-9491-5291

実施地域 実施時期 申込締切
ソロモン諸島 9/18 ～ 9/25 7/18
東部ニューギニア 10/2 ～ 10/9 8/2
トラック・パラオ諸島 10/12 ～ 10/18 8/13
ボルネオ・マレー半島 10/29 ～ 11/7 8/29
フィリピン（1次） 11/8 ～ 11/15 9/9
マリアナ諸島 11/20 ～ 11/26 9/20
ミャンマー 12/13 ～ 12/21 10/11
西部ニューギニア 1/17 ～ 1/26 11/18
台湾・バシー海峡 2/3 ～ 2/9 12/3
東部ニューギニア 2/12 ～ 2/19 12/12
ビスマーク諸島 2/12 ～ 2/19 12/12
ミャンマー 2/25 ～ 3/4 12/23

マーシャル・
ギルバート諸島

3/7 ～ 3/15 11/7

フィリピン（2次） 3/13 ～ 3/20 1/14
中国 3/23 ～ 3/31 1/23 串木野駅から市総合体育館までは、有料シャト

ルバス（片道 200 円）を運行します。駐車場の
台数も限られており、周辺の交通渋滞が予想され
ますので、ご理解ご協力をよろしくお願いします。

今、海外で人気の新しいスポーツ「マーメイディン
グ」であなたも人魚になりませんか。マーメイディン
グは、人魚の格好をして泳いだり、写真を撮影したり
するスポーツです。
〇期　間　	7 月 20 日から希望に応じて開催（1回 40

分程度）※事前にお申し込みください。
〇場　所　長崎鼻海水プール
〇対象者　基本泳力のある方（男女問いません）
〇参加料　・泳ぐコース 1,000 円（基本泳力のある方）
　　　　　・�写真コース 500 円（インストラクター

の指示に従える方）
〇内　容　専門インストラクターによる指導
〇準備するもの　水着、ゴーグル、タオル、着替え
〇申込 ･問合せ　Ｂ＆Ｇ海洋センター　☎ 32-8994
　　Ocean�Diary（オーシャンダイアリー）
　　☎ 090-7863-0542

戦没者遺児の慰霊友好親善事業参加者募集 全国高等学校総合体育大会（インターハイ）

農地利用状況調査にご協力ください

第17回「マリンビーチフェスタ2019
in	いちき串木野」参加チーム募集

マーメイディング～人魚になろう～
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当日、直接会場へお越しください。予約は不要で、
相談は無料です。
〇日　　時　7 月 27 日（土）　9：30～ 14：30
　　　　　　※ 14：30受付終了
〇場　　所　かごしま市民福祉プラザ 5階大会議室
　　　　　　（ボランティアセンター）
　　　　　　鹿児島市山下町 15-1
〇相 談 員　民事調停委員・家事調停委員
〇相談内容
　　�土地建物の売買・賃貸借、土地の境界、交通事故
による損害賠償、金銭の貸借、貸金・過払金請求、
騒音等をめぐる民事上の悩みごと、婚姻、離婚、
養育費、夫婦・親子関係、扶養、遺産相続等に関
するもめごとなど、様々な案件での調停手続の利
用について

　※相談者の秘密は固く守られます。
〇問 合 せ　鹿児島調停協会
　　　　　　鹿児島市山下町 13番 47号
　　　　　　☎ 099-222-7121（内線 4550）

本市在住の切絵師、青木文明さんの作品がホテ
ル雅叙園東京で開催される「和の明かり×百段階段
2019」（本市後援）に出品されます。
〇期　間　7 月 6日（土）～ 9月 1日（日）
　　　　　10：00～ 17：00
〇場　所　ホテル雅叙園東京（東京都目黒区）
〇内　容　�全国から 40 の職人が集結し、指定文化財

につくる幻想的な「和のイルミ空間」
　https://�www.hotelgajoen-tokyo.com/100event/

wanoakari2019
〇問合せ　ホテル雅叙園東京広報担当
　　　　　☎ 03-5434-3140

NHKBS�プレミアム「にっぽん縦断�こころ旅 2019
～秋の旅」鹿児島編では、皆様のこころの風景とエピ
ソードを募集しています。
〇募集期限　11 月 5日（火）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://nhk.jp/kokorotabi/
②FAX　03-3465-1327
③郵送　�〒 150-8001　NHK「こころ旅」係へ
　　　　（住所不要）

〇問合せ　NHKふれあいセンター　☎ 0570-066-066

中・高校生、一般を対象に木工・建築大工の体験入
校生を募集します。
〇日　時　7 月 30 日（火）9：00～ 12：30
〇場　所　宮之城高等技術専門校
〇募集数　先着 30名（概ね 30歳までの方）
〇参加費　無料（ただし一日傷害保険に加入予定）
〇申込期限　7 月 24 日（水）
〇問合せ　県立宮之城高等技術専門校　☎ 53-0207

※�受験資格・受験手続等の詳細は海上保安庁ホーム
ページをご覧いただくか、お問い合わせください。

〇問合せ　第十管区海上保安本部総務部人事課
　　　　　☎ 099-250-9800
　　　　　串木野海上保安部管理課　☎ 32-2205

夏は花火のシーズンです。花火をするときは、火災
や事故が起こらないように注意しましょう。
〇火災や事故を防ぐポイント
・子ども達だけでの花火はやめさせましょう。
・花火に書いてある遊び方を必ず守る。
・花火を人や家、燃えやすいものに向けない。
・風が強いときは、花火はしない。
・吹出し、打ち上げなどの筒ものは、途中で火が消
えても筒をのぞかない。

・水バケツなど消火準備をして、
���必ず後始末をする。
・花火の詳しい使い方
　　　（公社）日本煙火協会
　　　http：//www.hanabi-jpa.jp/
〇問合せ　消防本部　☎ 32-0119

〇日　時　7 月 28 日（日）10：00～ 12：00
〇場　所　消防本部 2階会議室
〇定　員　15 名
〇対象者　市内に居住または勤務（在学）の方
〇受講料　無料
〇申込・問合せ　	7 月 26 日（金）までに消防本部救

急係（☎ 32-0119）へ住所、氏名
等をお知らせください。

海上保安学校 海上保安大学校

受付期間 7/16（火）～
　　　7/25（木）

　8/22（木）～
　　　　　　9/2（月）

第一次試験 9/22（日） 10/26（土）・10/27（日）

調停に関する無料相談会 和の明かり×百段階段2019

にっぽん縦断「こころ旅」のエピソード募集

令和元年度オープンキャンパス開催

海上保安学校・海上保安大学校学生採用試験

ルールを守って楽しい花火

普通救命講習会の受講者募集
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生活研究グループは、農山漁村の豊かな暮らしのた
め、地域の食と農を結ぶボランティア活動や地産地消
の推進・食育活動など様々な取組をしています。一緒
に活動して、あなたの技術や知恵を地域で活かしてみ
ませんか。
〇主な活動
地場産品を利用した加工品製造、販売
郷土料理、食文化等の伝承講座及び食育活動
地域振興を目的とした研修活動
パートナーシップ（男女共同参画）推進活動

〇問合せ　生活研究グループ会長　松﨑　☎36-2405
　　　　　農政課　☎ 33-5635

普通期水稲の管理座談会を次の日程で開催します。
水稲作付をしている方は、ご参加ください。

〇開催日　7 月 18 日（木）

〇問合せ　農政課　☎ 33-5635
　　　　　JAさつま日置北部営農センター
　　　　　☎ 21-5085

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
・市税や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１台まで
　（芹ケ野住宅・ウッドタウン・荒川住宅は2台まで）
・連帯保証人（2名）
〇申込期限　7 月 19 日（金）必着
※公募住宅は既設住宅で、年数も経過しているため
壁等に傷みや汚れがあります。

〇抽選日　7 月 26 日（金）
・日ノ出住宅・平佐原住宅
���10：00　市来庁舎　研修室
・芹ケ野住宅・荒川住宅・文京町団地・ウッドタウン
���14：00　串木野庁舎 2階会議室

〇入居予定日　8 月 8日（木）～
〇申込・問合せ　都市計画課住宅管理係　☎21-5154
　　　　　　　土木課土木総合窓口係（串木野庁舎）

地産地消の推進や食文化の継承を目的として、生活
研究グループでは、料理教室を開催します。
地元で採れた旬の夏野菜をふんだんに使って、懐か

しい「おふくろの味」に挑戦してみませんか。
〇日　時	 8 月 5日（月）
　　　　　9：30～ 13：00（受付 9：00～）　
〇場　所	 生福交流センター　調理室
〇対象者	 市内居住の方（先着 20名）
〇受講料	 無料（材料費実費負担※ 500 円程度）
〇内　容	 地域の食材を使った郷土料理の実習　
〇持参品	 エプロン、三角巾、材料費
〇申込期限　7 月 26 日（金）
〇申込・問合せ　生活研究グループ会長　松﨑
　　　　　　　　☎ 36-2405
　　　　　　　　農政課　☎ 33-5635

生活研究グループの会員を募集しています

普通期水稲管理座談会の開催

住宅名 建設年度
募集戸数 構造・設備 単身入居

芹ケ野住宅
（芹ケ野公民
館近く）

昭和63年度
1戸

木造平家建
3DK
水洗トイレ

不可

荒川住宅
（荒川小学
校近く）

平成13年度
1戸

木造平家建
3LDK
水洗トイレ

文京町団地
（串木野高
校近く）

平成6年度
2戸

耐火 4階建
（2階）・3DK
水洗トイレ

耐火4階建
（4階）・3DK
水洗トイレ

ウッドタウン
（脳神経外
科近く）

平成22年度
1戸

木造平家建
3LDK
水洗トイレ

日ノ出住宅
（アクアホー
ル近く）

平成12年度
１戸

耐火4階建
（3階）・3DK
水洗トイレ

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

市営住宅入居者募集～地産地消！郷土料理教室～
参加者募集

開催時間 開催場所 対象地区

9：30～
旧冠岳支所（JAさつま日置） 冠岳

白浜集荷場 羽島

11：00～
旧荒川分室（JAさつま日置） 荒川

JAさつま日置串木野支所 中央・生福

13：30～ JA さつま日置市来支所 市来全域
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市内の商工業、農林業、水産業等の各業界が一致団
結して開催する地かえて祭りの日程が決まりました。
〇日　時　10 月 26 日（土）10：00～ 20：30
　　　　　　　���27 日（日）����9：00 ～ 16：00
〇場　所　日置北部公設卸売市場（西薩町）

　物産展の出店者を募集します

　出店はフリーマーケット等、ジャンルを問いません。
〇小間料　１小間 13,000 円（3.6 ｍ× 3.6 ｍ予定）
※ 26 日（土）は花火大会も予定。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、臨時営業手数料 2,500 円
～ 3,000 円が別途必要です。

〇申込・問合せ　	7 月 16 日（火）までに水産商工課
　　　　　　　　（☎ 33-5638）へ
※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準備しています。

社会福祉協議会ボランティアセンターでは、市内小学
生を対象にボランティア学習教室の参加者を募集します。
〇日　　時　7 月 22 日（月）9：30～ 14：30
〇場　　所　串木野高齢者福祉センター
〇募集人数　市内小学生 30名
〇内　　容　	非常炊出し体験、工作教室、手話教室、

デイサービスでふれあい交流など
〇準備するもの　筆記用具、活動しやすい服装
　※�昼食は非常炊出し訓練で炊いた米とカレーを食べます。
〇参 加 料　無料
〇申込期限　7 月 17 日（水）
〇申込・問合せ　社会福祉協議会　☎ 32-3183

市では、中学生が企業や地域で行う仕事、イベント
の手伝いをボランティア体験する「子どもハローワー
ク事業」で、ふるさと教育とキャリア教育を推進して
いただく企業を募集します。
〇期　　間　中学生の夏休み期間中（8月）
〇体験時間　1 日 3時間程度の内容
〇体験内容　働く体験
〇体 験 者　市内居住の中学生
〇申込期限　7 月 12 日（金）
〇申込・問合せ　社会教育課　☎ 21-5128

〇日　時　8月10日（土）10：00 ～12日（月）12：00
　　　　　※ 2泊 3日
〇場　所　羽島交流センター
〇対象者　市内の小学 4年生以上の小・中・高校生
〇内　容　�羽島の海での自然を味わう宿泊学習で様々

な体験をしてみよう！
　　1日目　入塾式、ＳＵＰ（サップ）体験
　　2日目　�海釣り体験、非常食体験、羽島納涼盆踊

イベント企画体験
　　3日目　卒塾式（プレゼンテーション）
　　※終日携帯電話等の電子機器の使用はできません。
〇定　員　12 名
〇参加料　1 人 2,000 円
〇申込期限　7 月 31 日（水）
〇申込・問合せ　社会教育課　☎ 21-5128

中退共制度は、中小企業の振興と従業員の福祉の増
進を目的とした国の退職金制度です。掛金助成や税法
上の優遇が受けられ、社外積立なので管理も簡単です。
詳しくはホームページ：��中退共��で検索。
〇問合せ　中小企業退職金共済事業本部　☎ 03-6907-1234

地域で高齢者の方々の生活支援サービス（ゴミ出
し、買い物支援など）を手伝ってくださるボランティ
アを募集しています。詳しくは社会福祉協議会にお問
い合わせください。
〇募集リーフレット設置場所
福祉課、市民課、まちづくり防災課、地域包括支援
センター、居宅介護支援事業所、市立図書館（市来
分館含む）、各交流センター等、串木野高齢者福祉
センター、市来高齢者福祉センター

〇問合せ　社会福祉協議会　☎ 32-3183

～認知症になっても安心して暮らせるまちづくり～
認知症は脳の病気によるもので、誰でもなる可能性

があります。誰もが認知症の人や家族の気持ちを理解
し、地域での支え合いの輪を広げていくことが大切に
なってきます。認知症の正しい知識を習得するために、
小・中学生を対象に講座を開催します。
〇日時等　7 月 30 日（火）
　　　　　① 10：00～ 11：45　市来保健センター
　　　　　② 13：30～ 15：15　中央公民館
　　　　　※①と②は同じ内容です。
〇内　容　	認知症についての講話や高齢者体験など
〇対　象　小学 4年生～中学生（大人も参加可）
〇参加費　無料
〇定　員　各会場 30名
〇申込締切　7 月 26 日（金）
〇申込・問合せ　地域包括支援センター　☎21-5172

いちき串木野づくし産業まつり～地かえて祭り～生活支援ボランティア募集

小学生ボランティア学習教室参加者募集

「子どもハローワーク事業」賛同企業の募集

羽島青年学級「ふるさとれいめい塾」

中小企業退職金共済（中退共）制度のお知らせ

小・中学生のための
認知症サポーター養成講座のご案内
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〇期日前投票
投票日当日に仕事や用務、病気や出産などの理由で投票所に行けない方は、事前に期日前投票をすることがで

きます。
・日　時　7月 5日（金）～ 7月 20日（土）（土・日もできます）　�8：30～ 20：00
・場　所　中央公民館図書館前ロビー、または市来庁舎 1階会議室

　　　※�送付される入場券の裏面は「期日前投票宣誓書」です。期日前投票に行かれる際は、入場券裏面の宣誓
書に必要事項を記入して投票所へご持参ください。

〇不在者投票
・指定の病院、老人ホーム、その他の施設に入院、入所中の方は、施設内で投票ができます。院長や施設の
管理者に申し出てください。

・重度の身体障害者は、自宅で投票ができます。
　（自宅での不在者投票は、郵便等投票証明書の交付を受けた方に限られます。申請期限は、7月 17日（水）
までとなっています。詳細は、選挙管理委員会へお問い合わせください）

・船員の不在者投票は、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている方が、その証明書と船員手帳を提示すると
指定された入港地の選挙管理委員会で船員用の不在者投票用紙の交付を受けて投票することができます。

〇選挙権のある方
　次の要件を満たす、選挙人名簿に登録されている方。（選挙人名簿に未登録の方は投票できません）

・年齢要件　平成 13年 7月 22日までに生まれた方
・住所要件　平成 31年 4月 3日までに転入届をした方

〇字が書けない方は代理投票
�　ケガなどで字の書けない方は、投票所の投票管理者にその旨を申し出ると投票事務従事者が代わって記載し
ます。

〇問合せ　選挙管理委員会事務局　☎ 21-5125

1 枚のハガキに最大３名分連記してありますので、自分のところを切り離して投票所へ持参してください。
入場券が届かない方や無くした方は、選挙管理委員会へ連絡するか、当日、投票所でその旨を申し出ると投票

できます。

矢印方向にはがすと 3枚分に広がります。

この部分が３名分の入
場券になっています。
裏面は「期日前投票宣
誓書」になっています。

〇投票所入場券

選挙特報 ～生かそう一票  わたしが主役～

参議院議員通常選挙の投票日は7月21日（日）
投票時間　7：00～18：00（旧土川小学校は17：00まで）

（ハガキ）

参議院議員を選ぶ大切な選挙です。
大切なあなたの一票、棄権をせず投票しましょう。
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〇日　　時　8 月 11 日（日）9：30開会式
〇場　　所　市総合体育館
〇参加資格　	市内に居住または通勤・通学する中学生以上の方
〇参 加 料（当日会場にて徴収）
・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（3名）1,500 円※男女混成可
〇申込・問合せ　
　7月 31日（水）までに市卓球連盟事務局へ
　健康増進課　大田　☎ 33-5613
　税務課　今村　　　☎ 33-5682　FAX�32-3124
※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。なお、初心者の部は原則、回転サー
ビスを禁止します。

〇日　　時　7 月 28 日（日）9：30～ 12：30
〇場　　所　串木野西中学校プール
〇種　　目　自由形・平泳ぎ・背泳・バタフライ
　　　　　　25m（小学校低学年のみ）・50ｍ・100m
　　　　　　200m・メドレーリレー等
〇参加資格　小学生～大人（1人 2種目まで）
〇参 加 料　1 人 200 円
〇申込期限　7 月 23 日（火）
〇申込・問合せ　	市水泳協会事務局（土木課土木総合

窓口係�久木野）☎ 33-5679

〇期　　間　7 月 24 日（水）～ 8月 22日（木）
　　　　　　全 8回（夏休み期間）
〇場　　所　Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫及び体育館
〇募集対象　市内に居住する小・中学生
〇内　　容　カヌー・水辺の安全教室等
〇募集定員　30 名（定員になり次第締切）
〇参 加 料　�1,000 円　
〇申込期限　7 月 17 日（水）
〇問 合 せ　Ｂ＆Ｇ海洋センター　☎ 32-8994

〇期　間　7 月 20 日（土）～ 8月 31日（土）
　※ 7月 20日は両プールとも無料開放します。
　　�また、長崎鼻海水プールではスーパーボールつか
み取りや特別イベントも開催します。

〇時　間　9：00 ～ 18：00
〇入場料　幼児・見学者　無料、小中学生 100 円
　　　　　大人 210 円
　※幼児は、オムツ・プール用オムツ不可。
　※見学者はプール内では足はつけられません。
〇問合せ　Ｂ＆Ｇ海洋センター　☎ 32-8994

毎年恒例の鹿児島県小学生相撲選手権大会が次のと
おり開催されます。市民の皆様のご声援をお願いします。
〇日　時　7 月 21 日（日）開会式 9：30～
〇場　所　市相撲競技場（えびすが丘）
〇問合せ　市民スポーツ課　☎ 21-5129

〇日　　時　8 月 25 日（日）13：30～ 16：00
〇場　　所　Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫
〇参加資格　小学 1年生以上
　　　　　　（小中学生は保護者の同意が必要）
〇参 加 料　無料
〇申込期限　8 月 4日（日）
〇問 合 せ　Ｂ＆Ｇ海洋センター　☎ 32-8994

2020 年開催の燃ゆる感動かごしま国体・かごしま
大会の推奨花の育て方などを学ぶ「花育て教室」を実
施します。プランターへの寄せ植えや、国体記念プラ
ンターへの定植などを行います。寄せ植えしたプラン
ターはプレゼントします。
〇日 時 等　8 月 10 日（土）
　（午前の部）10：00～ 11：30　市民文化センター
　（午後の部）13：30～ 15：00　市総合体育館
〇対　　象　花育てに興味のある個人又はグループ
〇募集定員　各20組（先着順で定員になり次第受付終了）
〇受 講 料　無料
〇申込方法　電話又は FAX
〇申込・問合せ
　燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会
　いちき串木野市実行委員会事務局
　（市民スポーツ課国体推進係内）
　☎ 21-5120　FAX�36-5228

鹿児島県で走行する東京 2020 オリンピック聖火リ
レーの聖火ランナーを募集します。
〇ルート
　�1日目　2020 年 4月 28日（火）志布志市～鹿児島市
　�2 日目　2020 年 4月 29日（水）出水市～指宿市
〇募集期間　7 月 1日（月）～ 8月 31日（土）
〇応募要件等　県実行委員会ホームページをご覧ください。
　https：//kagoshimarunner.com
〇問合せ　東京 2020 オリンピック聖火リレー
　　　　　鹿児島県実行委員会応募事務局
　　　　　☎ 0120-4-2020-6

第49回	市内卓球大会

第14回市水泳選手権大会参加者募集

Ｂ＆Ｇ海洋スポーツ教室生募集

長崎鼻海水プール・市民プールオープン

第47回鹿児島県小学生相撲選手権大会

第23回「海の日」Ｂ＆Ｇクリーン
フェスティバル及びマリンスポーツ大会

東京2020オリンピック聖火リレー
聖火ランナー募集

花育て教室参加者募集
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本市の串木野新港を発着、「フェリーニューこしき」を利用した一泊二日甑島ツアー参加者を募集します。
島内ガイドの案内や、体験付きです。

〇参加資格　市内在住者
〇旅行代金　大人（中学生以上）30,800 円～、子ども（小学生）27,200 円～
　　　　　※旅行代金は本事業による助成後の金額です。また、コースにより金額が変わります。
　　　　　※未就学児等についてはお問い合わせください。
　　　　　※申込後のお客様都合による取消しは、所定の取消料が発生します。

〇日　　程　Aコース：8月 24日（土）～ 8月 25日（日）、Bコース：10月 5日（土）～ 10月 6日（日）
〇募集定員　各コース 20名（最少催行人員：各コース 15名）
〇募集締切　Aコース：8月 3日（土）、Bコース：9月 14日（土）※先着順で、定員になり次第締切。
〇主な行程　
Aコース� 【1日目】� 串木野新港～里港＝＝甑大明神・鹿の子大橋＝＝木ノ口展望所＝＝貝池・なまこ池＝＝�
� � 長目の浜＝＝島体験＝＝里港～長浜港＝＝ホテル（泊）
� 【2日目】� ホテル＝＝夜萩円山公園（断崖公園）＝＝甑ミュージアム・化石クリーニング室＝＝
� � 下甑郷土館／武家屋敷通り�他＝＝長浜港～串木野新港
Bコース� 【1日目】� 串木野新港～里港＝＝甑大明神・鹿の子大橋＝＝木ノ口展望所＝＝貝池・なまこ池＝＝
� � 長目の浜＝＝里港～長浜港＝＝ホテル（泊）
� 【2日目】� ホテル＝＝下甑郷土館／武家屋敷通り�他＝＝島体験＝＝長浜港～串木野新港

〇予約・問合せ　いちき串木野市総合観光案内所　☎ 32-5256　�http://ichiki-kushikino.com/

●アトラクション　（歩行者天国内）16：00～ 18：00予定
○マーチング行進（羽島保育園）　○吹奏楽演奏（串木野小学校吹奏楽部）　
○ダンス（Kushikino キッズダンスクラブ）　○ゲタタップ（旭小学校）　�○荒川太鼓（荒川小学校）

●踊り参加連　（順不同　6月 14日現在）18：30～ 20：30予定
○市役所　○市議会　○丸田グループ　○㈱鹿児島銀行串木野支店　○三井串木野鉱山㈱　○いちき串木野市サリナス市姉妹都市協会　
○いちき串木野商工会議所青年部　○鹿児島信用金庫串木野支店　○鹿児島相互信用金庫串木野支店　○プリマハム㈱鹿児島工場　
○日本地下石油備蓄㈱串木野事業所　○九州電力㈱川内営業所　○濵田酒造株式会社　○串木野蒲鉾組合　○串木野小学校ＰＴＡ　
○串木野青年会議所　○れいめい羽島連　○ＺＡＣＫ　○神村学園専修学校　○串木野内科・循環器科グループホームさくらの丘　
○串木野西中女子バスケットボール部　○荒川小学校ＰＴＡ　○さつま日置農協串木野支所　○串木野Ｗピース　○市文化協会
○いちき串木野市医師会立脳神経外科センター　○小牟田流五つ太鼓　○照島小学校ＰＴＡ　○旭小学校　○市地域女性団体連絡協議会
（生福・冠岳・上名・大原・本浦・中央・野平・羽島・照島）　○自由連　○Ｓ 49年卒西中・串中還暦組　○串木野市太極拳連盟上海倶楽部
〇㈱南日本銀行串木野支店　○串木野建設業協会　○いちき串木野市消防本部　○㈱コーアガス日本

●交通整理・警備等協力団体
○いちき串木野警察署　○地区交通安全協会串木野支部　
※お楽しみ抽選会があります。
※ドローンによる撮影は事故防止のため禁止します。

●問合せ　さのさ祭り実行委員会事務局（観光交流課内）　☎ 32-3111

歩行者天国
付近図

〔

〔

【串木野さのさ祭り時における交通規制について】
○7月 13日（土）［前夜祭］
　15：00～ 21：00
○7月 14日（日）［アトラクション・市中流し］
　15：00～ 21：00（予定）
※�上記の時間帯は歩行者天国となるため、車の
進入は出来ません。

※�車でお越しの方は、左記地図の①～⑨をご利
用ください。
　①市役所（串木野庁舎）②市民文化センター
　③商工会議所④市口公園⑤塩田第一公園
　⑥中央公園⑦讃岐公園⑧くま公園
　⑨照島東公園

　（ただし、駐車台数に制限があります。）

甑島航路活性化推進事業「気軽に船旅！こしきしまツアー」募集

串木野さのさ祭り
至  串木野漁港・外港

相撲
競技場

自動車
教習所

ドリーム
センター

吉見
天寿堂

光神免公園

鹿銀

⑦讃岐
　公園

至  串木野新港

至  串木野駅

⑥中央公園

②
市民
文化
センター
①市役所
　串木野
　庁舎

③商工会議所

NTT

ロータ
リー

⑨照
島東
公園

消防
車庫

⑧くま
　公園

まちなか
サロン

④
市口
公園

⑤
塩田
第１
公園

歩行者天国区域 臨時駐車場（①～⑨）
トイレ（全 6か所）
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居住地（市内・市外）を問わず受講できます。先着順で定員になり次第、受付終了となります。
託児サービスはありません。

〇場　所　働く女性の家
〇対　象　	市内在住の小学生の親子（祖父母も可）。いきいき女性講座は、市内に居住又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、材料費は実費自己負担）
〇申込み　7 月 25日（木）までに働く女性の家（☎ 32-7130）へお申し込みください。
　　　　　（受付時間：火曜～土曜、9：00～ 17：00）
〇託　児　満２歳以上～未就学児。希望する方は、申し込み時にお知らせください。

〇場所　いちき串木野市総合観光案内所研修室
〇予約・問合せ　いちき串木野市総合観光案内所　☎ 32-5256　�http://ichiki-kushikino.com/

市内中・高校の吹奏楽部によるジョイントコンサー
トを開催します。入場料は無料です。
皆様の多数のご来場をお願いします。

〇日　時　7 月 7日（日）13：00開場��13：30 開演
〇場　所　市民文化センター
〇内　容　行進曲特集、各学校の演奏、合同演奏など
〇出演校　	串木野中学校、串木野西中学校、市来中学

校、神村学園中等部・高等部
〇問合せ　神村学園　☎ 32-3232

神村学園調理科調理コースとパティシエコースの
生徒が地元の食材を使い、日本各地の郷土料理を神
村学園風に考案した「令和御膳」を、800 円（税込）
で限定 200 食販売します。
〇日　時　7 月 20 日（土）11：00～ 14：00
　　※事前予約は、7月 19日（金）12：00まで
〇場　所　神村学園内生徒食堂
〇問合せ　神村学園　☎ 32-3232

講　座 日　時 対象・定員 内　容
参加料

（材料代・保険料）
申込期限

夏 休 み
親子藍染体験
【 工 芸 体 験 】

8/3（土）
13：00～
14：30

小学生以上の
子どもとその
保護者 20名

鹿児島の紡績について学
び、藍染のオリジナル大
判バンダナを作ります。

600 円 7/27（土）

ア イ シ ン グ
クッキーの基本
【 料 理 体 験 】

8/11（日）
13：00～
16：00

どなたでも
20名

様々な形に焼いたクッ
キーに色とりどりのデコ
レーションで飾ります。

1,300 円 8/4（日）

夏休み親子ふれあい講座

講座名 日　時 定　員 内容（持ってくる物・材料費）

陶芸 8月 2日（金）
10：00～ 12：00 12 組 コップ・皿・貯金箱など各自好きなものを作ります。

（材料費一人 1,080 円）

スイーツ作り 8月 7日（水）
10：00～ 12：00 12 組 パティシエと美味しいマンゴープリンを作ります。

（エプロン、三角巾、材料費一家族 600 円）

工作 8月 8日（木）
10：00～ 12：00 12 組 ミニチュアの魚などを入れ、夏のスノードームを作

ります。（はさみ、ピンセット、材料費一人 400 円）

いきいき女性講座

金魚の押し絵
8/27（火）・9/10（火）
　9/24（火）　全 3回
10：00～ 12：00

15 名
型に綿を入れ、布で包み、立体感をだす押し絵で涼
しげな金魚を作ります。（手芸用ボンド、布用ハサ
ミ、紙用ハサミ、700 円）

いちき串木野市総合観光案内所　8月体験講座参加者募集

夏休み親子ふれあい講座・いきいき女性講座受講生募集
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