
次の世代を担う子ども達の出生を祝福し、子育てを
支援する制度です。
〇対象者
①出生祝金
（第 1子：2万円　第 2子：3万円　第 3子以降：
10万円）
子どもを出産した方、新たに養育する保護者。た
だし、子どもの出生前に保護者が、本市に１年以
上住所を有していること。
②誕生日祝金（5歳までの誕生日ごとに 1万円）
第 3子以降の子どもが誕生日を迎えた保護者。
ただし、子どもの誕生日前に保護者が、本市に１
年以上住所を有していること。
③入学祝金（5万円）※申請期限 10月 31日（木）
第 3子以降の子どもが平成 31年 4月に小学校に
入学した保護者。ただし、入学時点で保護者が、
本市に 1年以上住所を有していること。

※②と③は、誕生日や入学時など、申請要件の発生日
において、対象の子ども以外に 2人以上の子ども
を養育している方が対象です。なお、15 歳以上の
子どもを養育している方はお問い合わせください。

〇申請に必要なもの
・市税務課発行の納税証明書（発行手数料 200 円）
・印鑑
・保護者の振込口座預金通帳
※各祝金が請求できるのは、該当する祝金の要件が発
生した翌月から 6か月以内です。

〇申請・問合せ　福祉課　　　　　☎ 33-5618
　　　　　　　　市来庁舎市民課　☎ 21-5117

「健康な人づくりで豊かな郷土を築こう」をスローガンに、
「元気いきいきフェスタ 2019（保健福祉大会）」を開催します。
〇日　　時　11 月 22 日（金）10：00～ 14：40
〇場　　所　市民文化センター
〇募集内容　・アトラクション出演者
　　　　　　歌、踊り、楽器演奏等
　　　　　・高齢者作品展作品
　　　　　　手芸品、民芸品、絵画、写真、農産品、花卉、盆栽等

〇参加資格　市内に居住する 65歳以上の方
〇申込方法　�10月25日（金）までに、お住まいの地

区の高齢者クラブへ申し込んでください。
〇問 合 せ　福祉課　☎ 33-5619

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� 11 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� 10 月 21 日（月）
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

「一人だけの金婚を祝い励ます会及び在宅福祉アドバイ
ザー（ともしびグループ活動推進員）の集い」を開催します。
〇日　　時　11 月 8日（金）10：00～（受付 9：30～）
〇場　　所　ホテルアクシアくしきの
　　　　　　（旧シーサイドガーデンさのさ）
〇対 象 者　昭和 44年に結婚された一人金婚者
　　　　　　�（昭和 43 年以前に結婚された方でこれ

まで参加していない方も含みます）
〇主　　催　市地域女性団体連絡協議会
〇参 加 費　無料
〇申込期限　10 月 23 日（水）
〇申込・問合せ
・【串木野地域】地区女性連会長
　【市来地域】ともしびグループ活動推進員
・福祉課　☎ 33-5619

予約制による年金相談です。年金についてわからな
いこと、過去に厚生年金 ･船員保険などに加入してい
た方もご相談ください。
〇日　　時　11 月 7日（木）10：00～ 15：30
〇場　　所　串木野庁舎　地下大会議室
〇相 談 員　川内年金事務所職員
〇申込期限　10 月 31 日（木）
〇持参するもの
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等）
※代理の場合、委任状と代理人の本人確認書類

〇申込・問合せ　市民課　　　　　☎ 33-5612
　　　　　　　市来庁舎市民課　☎ 21-5114

未来の宝子育て支援金

臨時職員募集 一人だけの金婚を祝い励ます会

年金相談所を開設

『元気いきいきフェスタ2019
（保健福祉大会）』出演者・作品募集
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　本市では、子ども・子育てに係る施策の推進や進捗管理を審議する機関として「いちき串木野市子ども・子育
て会議」を設置しています。このたび改選の時期となったことから、この会議の公募委員を募集します。
〇募集人数　3名以内
〇応募資格　下記応募用紙中、応募区分①又は②に該当する方
〇任　　期　令和 2年 2月 17日から 2年間
〇内　　容　委員として、平日昼間の会議に出席し、意見等を述べていただきます。（年 2～ 5回程度）
〇報　　酬　1 回の出席につき 4,500 円（税込）を支給します。
〇応募方法　下記の応募用紙を福祉課（串木野庁舎）まで提出してください。（郵送又は FAXでも可）
〇応募締切　10 月 28日（月）17：00（必着）
〇選考方法　応募の動機をもとに書類により選考し、応募者全員に結果を文書でお知らせします。
〇応募・問合せ　
　〒 896-8601 いちき串木野市昭和通 133番地 1
　いちき串木野市　福祉課　子育て支援係　☎ 33-5618（直通）　FAX�32-3124

「いちき串木野市子ども・子育て会議」委員　応募用紙
提出年月日　令和元年 10月　　　日

ふりがな 生年月日 年齢 性別

氏　名 歳 男・女

住　所
〒　　　－

いちき串木野市

連絡先 電　話
自　宅　　　　（　　　）

ＦＡＸ
携　帯　　　　（　　　）

勤務先又は学校名 Ｅメールアドレス

応募区分

　※いずれか一つへ○

①いちき串木野市に在住している 18歳以上の方� � � �

②�いちき串木野市に在住している 18歳以上で幼稚園、保育園または認定こど

も園を利用している園児の保護者

○いちき串木野市の子育て支援について
　（応募の動機、子育て施策に期待すること、自由にご記入ください。）

「いちき串木野市子ども・子育て会議」委員募集
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市文化祭を開催します。入場は無料です。
多数のご来場をお願いします。

〇芸能発表　11 月 3日（日）9：00～ 17：00予定
　　　　　　市民文化センター
〇作品展示　10 月 29 日（火）～ 11月 3日（日）
　　　　　　9：00～ 20：00
　　　　　　いちきアクアホール他
【作品展示の募集について】
〇応募方法　�社会教育課・いちきアクアホール・市立

図書館本館に置いてある出品申請書を
10 月 17 日（木）までに上記 3か所の
いずれかに提出してください。土日、祝
日は、いちきアクアホール・市立図書館
本館へ提出してください。

〇問 合 せ　社会教育課　☎ 21-5128

認知症の介護にお悩みの方、ひょっとして認知症か
な？と心配している方、みんなで集まって思いっきり
語り合いませんか。どなたでも参加できます。
お気軽にお越しください。

〇日　時　10 月 17 日（木）13：00～ 15：30
〇場　所　串木野高齢者福祉センター
〇内　容
・講話　高齢期を元気に過ごすための食生活
���講師　串木野健康増進センター管理栄養士
・介護者交流会など
〇費　用　無料
〇対　象　認知症の本人・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　☎21-5172
※高齢者元気度アップ・ポイント事業の対象です。カー
ドをお持ちの方は持参ください。

　令和元年度の犬の登録と狂犬病予防注射（脱漏）を実施します。近くの集合場所で必ず受けてくだ�
さい。狂犬病予防注射は、飼い主の義務です。万一、人を咬んだ時は、犬の登録と予防注射を済ませ�
ているかなど、飼い主の管理責任が問われます。
〇登録料　3,000 円　※新しく飼った犬（未登録犬、生後 91日以上の犬）は、登録が必要です。（生涯 1回）�
〇注射手数料　3,400 円（注射料金 2,850 円＋注射済票交付手数料 550円）【つり銭のないようにお願いします。】
※本年 5月の集合注射や動物病院で既に注射している場合は、今回の注射は必要ありません。

※�「串木野庁舎公用車駐車場（国道側）」は、防災センター建設工事のため市役所正面からは入れませんので、
市役所裏側の入口からお入りください。

《�狂犬病予防注射時の注意事項�》
■犬をしっかりと制御できる人が会場に連れて来てください。
■注射後、約 2週間は他の予防注射を接種させないでください。
■注射前・注射後は�、できるだけ安静にさせ、激しい運動は避けてください。
■妊娠・授乳犬は、接種することができません。
■まれに注射後ショックを起こすことがあります。異常があったらすぐに獣医師に相談してください。
〇問合せ　生活環境課　☎ 33-5614

日 時　　　間 場　　　所 日 時　　　間 場　　　所

10
月
30
日�

（水）

午
前

� 9：20 ～ 9：30 羽島交流センター

10
月
31
日�
（木）

午
前

� 9：20 ～ 9：30 串木野庁舎公用車駐車
場（国道側）※

�9：35 ～ 9：45 白浜・立石バス停前 �9：35 ～ 9：45 住吉町・大原公園

�9：55 ～ 10：05 荒川交流センター �9：55 ～ 10：05 上名交流センター

10：20 ～ 10：30 野平交流センター 10：15 ～ 10：25 福薗公民館

10：35 ～ 10：45 野元公民館 10：35 ～ 10：45 大薗・内堀酒店横

10：55 ～ 11：05 港町・漁業漁民研修セ
ンター前 10：55 ～ 11：05 袴田公民館

午
後

13：20 ～ 13：30 別府公民館

午
後

13：20 ～ 13：30 川南交流センター

13：35 ～ 13：45 酔之尾公民館 13：40 ～ 13：50 川北交流センター

13：50 ～ 14：00 照島東公園 14：10 ～ 14：20 川上地区活性化センター

14：10 ～ 14：20 春日町公民館 14：40 ～ 14：50 市来保健センター

14：25 ～ 14：35 汐見町・上地商店横 ◎�串木野地域、市来地域のどの会場でも受けることが
できます。14：55 ～ 15：05 芹ケ野公民館

市文化祭の開催及び作品展示の募集 かたいもんそ会
（認知症の人と家族の会）のご案内

犬の登録と狂犬病予防注射はお済みですか？
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歯周病を『口の中だけの病気』とあなどってはいけ
ません。歯周病によって、糖尿病や心疾患などの病気
を招く可能性が高くなります。
また、成人の 80％以上が歯周病にかかっていると

いわれています。自分は歯周病ではないと思わず、歯
科医院でチェックしてもらいましょう。
口の健康､ 全身の健康を保つためにもかかりつけの

歯科医を持ち､ 定期検診を受けましょう。
〇対 象 者　�令和2年 4月1日時点で40･50･60･70 歳の方
※対象者には受診票を配布しています。
〇受診期限　11 月 30 日（土）
〇実施場所　次の協力歯科医療機関
あおい歯科・えとう歯科・くきた歯科クリニック
さくら歯科クリニック・羽島歯科クリニック
濵田歯科医院・ひまわり歯科医院・前薗歯科医院
前田歯科・マコト歯科医院・丸田歯科クリニック
みどり歯科医院（50音順）

※必ず予約してから医療機関を受診してください。
〇問 合 せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

安全で安心なまちづくりのために、市民の皆さんも
できる人が、できる時に、できることから防犯対策を
心がけましょう。
〇運動期間
　10月 11日（金）～ 20日（日）までの 10日間
〇運動の重点事項
　（全国）　子どもと女性の犯罪被害防止
　　　　　特殊詐欺の被害防止
　（　県　）　子ども・女性・高齢者の犯罪被害防止
　　　　　うそ電話詐欺（特殊詐欺）の被害防止
〇実施事項
警察署をはじめ、青パト隊、地域安全モニター、少

年ボランティア等の防犯ボランティア団体、関係機関
等で、防犯パトロールやキャンペーン等を実施します。
市民の皆さんもウォーキング、ジョギング、犬の散

歩等の日常生活の中で、子ども・女性・高齢者を見守
る「ながら見守り」等にご協力をお願いします。
※緊急の事件・事故は迷わず早期に 110 番通報。　
※警察総合相談は☎＃ 9110 または☎099-254-9110
　最寄りの警察署・交番も相談窓口です。　　　　　
〇問合せ　いちき串木野警察署　　　　☎ 33-0110
　　　　　いちき串木野地区防犯協会　☎ 32-9710

45 分コースです。気軽に受講ください。
〇日　時　10 月 25 日（金）19：15～ 20：00
〇場　所　市消防本部　2階会議室
〇定　員　20 名
〇対象者　市内に居住または勤務（在学）している方
〇受講料　無料
〇申込み　�10月23日（水）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。

10 月 7 日から 13 日まで「行政相談週間」です。
行政相談委員による巡回相談所が開設され、行政機関
に対する苦情、意見、要望などの相談に応じます。相
談は無料です。
お気軽にご相談ください。

［串木野・市来地域合同］
〇日　　時　10 月 10 日（木）�9：00 ～ 12：00
〇場　　所　まちなかサロン
〇相談委員　東　節代�・�德重　涼子
〇問 合 せ　まちづくり防災課　
　　　　　　☎ 33-5632

市では 65歳以上の方々が、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。
参加希望者は、説明会への出席と登録が必要となります

ので、社会福祉協議会へ事前に電話で申し込んでください。
〇対象者　市内に住所を有する 65歳以上の方
〇説明会　10 月 28 日（月）10：00～　
　　　　　11月 25日（月）10：00～�
※受付は両日とも 9：30～
※会場はいずれも串木野高齢者福祉センターです。
※説明会は、12月までの毎月第 4月曜日に開催して
います。（祝祭日の場合は翌日）

〇申込・問合せ　いちき串木野市社会福祉協議会
　　　　　　　　☎ 32-3183

串木野国家石油備蓄基地における防災体制の強化
と関係機関の連携体制の強化を目的として、石油コン
ビナート等総合防災訓練を実施します。
当日は、付近一帯で消防隊が活動し、消防車や救急

車がサイレンを鳴らして走行します。火災や事故と間
違わないようお願いします。
〇日　時　11月1日（金）10：00 ～11：35（雨天決行）
〇場　所　串木野国家石油備蓄基地（西薩町1番地）
〇問合せ　消防本部　☎32-0119

『歯周病検診』の受診期限が迫っています

令和元年全国地域安全運動の実施

救命入門コース受講者募集

秋の巡回行政相談

高齢者元気度アップ・ポイント事業参加者の募集
（ポイントカードの発行について）

石油コンビナート等総合防災訓練時の
緊急車両の通行等について

行政相談マスコットキャラクター「キクーン」
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市では、地域の振興と福祉の向上を目的として、川
内原子力発電所から概ね 10km の圏域にある羽島・
荒川地区内において、九州電力㈱や新電力会社など小
売電気事業者から電気の供給を受けている世帯と事業
所を対象に、従来の国（県）が交付している原子力発
電施設周辺地域給付金に加算して給付金を交付しま
す。
〇加算給付金の交付対象
羽島・荒川地区内において、小売電気事業者等から、

給付基準日に電気の供給を受けている電灯需要家及び
電力需要家
〇給付基準日　10 月 1日
〇加算給付金額
電灯需要家：電灯契約（農事用除く）1口当たりの給

付金額（年額3,000円）
電力需要家：電力契約（農事用除く）契約電力1kW

当たりの給付金額（年額 756円）
農事用契約：基準日の属する月の前12月の使用実績

に基づき、上記単価を月按分（単価×
使用月数 /12か月）した金額

〇交付の時期と方法
加算給付金は、年 1回、10 月下旬から 3月下旬に

かけて交付します。なお交付時期は、契約の電力会社
により異なり、給付対象者に対して、事前にハガキで
お知らせします。
〇問合せ　政策課　☎33-5634

結婚を希望する独身の方を対象に、会員登録制で引
き合わせを行う「かごしま出会いサポートセンター」
の出張登録・閲覧会を開催します。
〇日　時　10 月 22 日（火）9：45～ 17：00
〇場　所　串木野庁舎　地下大会議室
〇対象者　�結婚や出会いを希望する 20歳以上の独身

の方で、スマートフォンもしくはパソコン
のメールアドレスをお持ちの方

〇定　員　10 名（完全予約制）
〇登録料　1 万円（2年間有効）
〇持ってくるもの　
　当日は登録料と、次のものが必要となります。
　①�本籍地の市町村長が発行する独身証明書または戸
籍抄本（3か月以内に発行されたもの）

　②健康保険証
　③写真付身分証（運転免許証、パスポートなど）
　④①～③のコピー 1部
　⑤�写真 1枚（3か月以内に撮影した上半身の写真で、
Ｌ判のもの）

〇申込期限　10 月 21 日（月）
〇申込方法　�登録は電話かWEBで、閲覧予約はWEB

でご予約ください。
〇申込・問合せ　かごしま出会いサポートセンター　
　　　　　　　　☎099-208-1150（木・金曜日は休み）
　　　ホームページ　http://www.msc-kagoshima.jp/

土地は、国民のための限られた貴重な資源で、将来の子ども達のためにも土地の有効利用が大切です。�
土地の有効利用の実現のためには、国や地方公共団体の取組と土地政策に対する国民の皆様のご理解とご協力

が不可欠なことから、国土交通省は毎年 10月を「土地月間」と定めています。

～大規模な土地取引には届出が必要です～

国土利用計画法では、土地の投機的取引や高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図る
ため、土地の売買等について届出制を設けています。一定面積を超える土地の取引をしたときは、土地が所在す
る市町村を通じて県知事に届け出る必要があります。

●届出・問合せ
土地売買等届出書や契約書の写し、図面等をそれぞれ正・副 1部政策課（☎ 33-5634）へ提出してください。

届出が必要となる土地取引 面積要件 届出者 届出時期

〇売買　　　〇交換　
○営業譲渡　○譲渡担保　
○代物弁済　○共有持分の譲渡
○地上権・賃借権の設定・譲渡
○予約完結権・買戻権等の譲渡
　など
※�これらの取引の予約である場合
を含む。

○都市計画区域
　5,000 平方メートル以上
○都市計画区域以外の区域
　10,000 平方メートル以上
※権利を取得する土地の合計面積

権利取得者
※�売買の場
合は買主

契約締結後 2 週間以内
（契約締結日を含む）
※ �2 週間の起算日は契
約書の日付であって
契約に基づく実行日
ではありません。

原子力発電施設周辺地域
加算給付金の交付について

かごしま出会いサポートセンター
出張登録・閲覧会

10月は「土地月間」です
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鹿児島県労働委員会委員による「労使間のトラブル
に関する相談会」を次のとおり開催します。
　出張合同相談会
・日時　10月 15日（火）10：30～ 15：30
・場所　出水市役所 3階会議室
　　　　　（出水市緑町1番 3号）
　定期相談会
・日時　10月 23日（水）14：30～ 17：00
・場所　県庁労働委員会
　　　　　（鹿児島市鴨池新町10 番1号）
　休日相談会
・日時　10月 27日（日）10：00～ 16：00
・場所　かごしま県民交流センター
　　　　　（鹿児島市山下町14番 50 号）

〇問合せ　鹿児島県労働委員会　☎ 099-286-3943

12 月 8日に開催される「いちき串木野市ふれあい
フェスタ」において、農産物品評会を開催します。　
対象は、市民が市内で生産した農産物等です。農産

物の管理に留意し、多数の出品をお願いします。なお、
農産物の規格等は、11月に広報します。
〇搬入日時　12 月 7日（土）9：00～ 12：00（予定）
〇場　　所　いちきアクアホール駐車場特設テント
〇問 合 せ　農政課耕地分室係　☎ 21-5123
※出品者には、抽選で農機具等の景品が当たります。

低所得者や子育て世帯を対象としたプレミアム付
商品券の販売を 10月 1日から開始しています。
〇商品券の販売
・販売場所　�市内郵便局（冠岳・荒川簡易郵便局を除く）
・必要書類　�購入引換券と公的証明書（運転免許証・

マイナンバーカード・パスポート・健
康保険証・障がい者手帳等）が必要で
す。（代理の方も同様）

※購入には、購入引換券が必要です。購入引換券の交
付申請書が送付された方で、手続きがまだお済みで
ない方は、早めの手続きをお願いします。

〇使用できる店舗
使用できる店舗には取扱店のポスター等を表示し

ています。使用期限は令和 2年 3月 31日までです。
※詳細は市ホームページ等をご覧ください。
〇問合せ　水産商工課　☎ 33-5638

まぐろの魚食普及、天然船凍まぐろの知識向上、食
育、「まぐろのまち」いちき串木野の PR を目的に、
鹿児島まぐろ船主協会主催の「まぐろの日」キャンペー
ンが開催されます。
皆様の多数のご来場をお待ちしています。

〇日　時　10 月 10 日（木）11：00～ 17：30
〇場　所　・Aコープ串木野店駐車場
　　　　　・おいどん市場与次郎館
〇内　容　まぐろ販売、解凍実演等
〇問合せ　鹿児島まぐろ船主協会　☎ 32-2181

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。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　10 月 19 日（土）10：00～ 13：00
　　　　　（式典 11：00頃～）
　※式典中は一般の方々の放流は中断します。
〇場　所　羽島漁港　光瀬港
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
　　　　　・羽島小学校児童による絵画の展示
　　　　　・羽島保育園園児によるマーチング
　　　　　・エイサー
　　　　　・活魚展示、タッチプール　　　　
　　　　　・ふるまい（ちりめん丼・あおさ汁）
　　　　　　※ふるまいは数量限定（式典終了後）
〇問合せ　公益財団法人かごしま豊かな海づくり協会
　　　　　☎ 0994-32-5604

日本年金機構から、公的年金の源泉徴収の対象とな
る年金受給者の方へ「令和 2年分扶養親族等申告書」
が順次送付されています。必要事項を記入して、期限
までに提出（同封の返信用封筒に切手を貼って投函）
してください。
〇対象者　老齢（退職）年金の年間支給額が、
　　　　　・65歳未満の方　108 万円以上
　　　　　・65歳以上の方　158 万円以上
〇提出期限　申告書の右上部に記載されています。
※10 月初旬までにお手元に届いた方の提出期限は、
　10月 31日（木）です。
〇問合せ（記入方法など、申告書全般）
　・扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル
　　☎ 0570-081-240（ナビダイヤル）
　　＜受付＞　月曜日� 8：30 ～ 19：00
　　　　　　　火～金曜日� 8：30 ～ 17：15
　　　　　　　第 2土曜日� 9：30 ～ 16：00
　・川内年金事務所　☎ 22-5276

労使間のトラブルに関する相談会

ふれあいフェスタ農産物品評会

プレミアム付商品券の販売等について

「まぐろの日（10月10日）」キャンペーン

「カサゴの稚魚」を放流しよう！
～ふる里の海づくり事業～ 公的年金等の「扶養親族等申告書」の

提出をお忘れなく！
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〇建物概要
　・袴田住宅　1棟 1戸　（袴田 642 番地 2）
　　木造平家建（昭和 37年度建設）約 39㎡
　・新生町住宅　1棟 1戸　（新生町 130 番地）
　　木造平家建（昭和 34年度建設）約 51㎡
〇申込期限　10 月 18 日（金）
〇入　　札　10 月 23 日（水）14：00
　　　　　　市来庁舎 3階　第 1会議室
〇申込・問合せ　都市計画課　☎ 21-5154

令和 2年版農業日誌等の予約を受け付けています。
〇種　　類　・農業日誌　　　　1,232 円 / 冊（税込）
� ・ファミリー日誌　1,232 円 / 冊（税込）
� ・新農家暦　　　　��440 円 / 冊（税込）
　　　　　　※代金は引渡し時にお支払いください。
〇申込期限　10 月 25 日（金）
〇引渡予定　11 月中旬頃
※申込期限後の注文については、送料がかかります。
早めにご注文ください。

〇申込・問合せ　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、串木野地域の農業用廃プラスチック類を回
収します。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　11 月 13 日（水）8：30～ 11：00
〇回収場所　野元家畜市場跡地
〇持参するもの　�印鑑、農協の口座番号（口座で引落

します）
〇注意事項
・3か所を同種類のビニ－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
帯が必要です。

〇問合せ
　さつま日置農協串木野支所経済課　☎ 32-3265
　市役所農政課　　　　　　　　　　☎ 33-5635

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（2,520 円�/1 台）
※駐車場は１世帯につき１台まで
　（ウッドタウン・芹ケ野住宅は 2台まで）
・連帯保証人（２名）
〇申込期限　10 月 21 日（月）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　10 月 25 日（金）10：00
　　　　　市来庁舎研修室
〇入居予定日　　11 月 8日（金）～
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）

10月 26日と 27日に開催する地かえて祭りでは、いちき串木野の食や文化、人の魅力を情報発信します。ぜ
ひ会場に足を運び、盛り上がりを感じてください。イベント詳細は、次号広報紙でお知らせします。
〇問合せ　水産商工課　☎ 33-5638

市営住宅（建物）の公売

農業日誌等の予約受付

農業用廃プラスチック類の回収（串木野地域）

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

ひばりが丘
団地
（だいわ串
木野店近く）

平成11年度
１戸

耐火 5階建
（5階）・3DK
水洗トイレ

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

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
（4階）・3DK
水洗トイレ

中組住宅
（川上小学
校近く）

昭和56年度
１戸

耐火 2階建���
3K
水洗トイレ

入居可
（但し60
歳以上）

市営住宅入居者募集

いちき串木野づくし産業まつり　地かえて祭り　ニュースvol.6
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市内居住の障害者の方やその家族、企業を対象とし
た出張相談会を開催します。
〇日　時　10 月 17 日（木）13：30～ 16：30
〇場　所　串木野庁舎�2 階東側会議室
〇内　容　�「一般就労をしたい」「どこで訓練したら良いの

か分からない」「障害者の方を雇いたい」など
〇相談料　無料（事前申込不要）
〇問合せ　かごしま障害者就業・生活支援センター　
　　　　　（担当：谷山）☎ 099-248-9461

第 3 回羽島のまちおこしイベントを開催します。
地元の料理を楽しみながらの生演奏バンド、海を背景
にしたタヒチアンダンス等の催し物も計画していま
す。皆様の参加をお待ちしています。
〇日　時　11 月 2日（土）16：00～ 21：00
〇場　所　くしきの白浜温泉
〇問合せ　れいめい羽島協議会観光部会
　　　　　（担当：恵良）☎ 090-3017-1616

第14回市民体育大会を10月13日（日）に開催します。
市民の皆様がスポーツを通して互いにふれあい、健康つ
くりをすすめる楽しい大会になるよう計画しています。
市民の皆様の参加をお待ちしています。

〇日　時　10 月 13 日（日）開会式 8：30～雨天中止
※中止の場合は防災行政無線でお知らせします。
〇場　所　多目的グラウンド
〇お願い　�毎年、会場周辺は混雑します。乗り合わせてお越

しいただくか、無料送迎バスをご利用ください。
（巡回コースが変更となっています。広報 9月 20
日号で配布したプログラムをご確認ください）

〇問合せ　市民スポーツ課　☎ 21-5129

はしまの夕べに合わせ、白浜海岸から羽島の海の絶
景を楽しむまち歩きイベントを開催します。約 3km
のコースをガイドが楽しく案内します。
皆様の参加をお待ちしています。

〇日　　時　11 月 2日（土）14：30～ 16：00
〇集合場所　くしきの白浜温泉
〇定　　員　20 名（先着順）
〇参 加 費　1,000 円
※はしまの夕べ会場内の買い物券、保険代含む
〇申込期限　10 月 25 日（金）
〇申込・問合せ　れいめい羽島協議会観光部会
　　　　　　　　（担当：川口）☎ 090-4982-0454

運動を始めたい方にお勧めの教室です。簡単なト
レーニングで体幹強化、ストレッチで柔軟性向上を目
的として行います。
〇日時　11/6 ～12/18の毎週水曜日（全7回）
　　　　①13：30 ～14：30　②15：00 ～16：00
　　　　11/7～12/19の毎週木曜日（全7回）
　　　　③10：00 ～11：00　④13：30 ～14：30
　　　　⑤15：00 ～16：00
※�①～⑤のいずれか１つを選んでお申し込みください。
〇場所　市来保健センター　機能訓練室
〇費用　無料
〇定員　各 20名（申込者多数の場合は抽選）
※抽選に漏れた方には電話連絡します。
〇申込期限　10 月 18 日（金）
〇申込・問合せ　
　串木野健康増進センター　☎ 33-3450
※動きやすい服装、飲み物持参でお越しください。
※高齢者元気度アップ・ポイント事業の対象です。
　カードをお持ちの方は持参ください。

来年開催の燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会
に向けて、本市を訪れる方々を気持ちよくお迎えする
ため、「ごみ拾い」ボランティア活動を実施します。
〇日時　10 月 20 日（日）8：00集合
　　　　約 1時間の活動です。
〇場所　冠岳花川砂防公園
※�各自作業ができる服装、熱中症対策等を行ってくだ
さい。また、市実行委員会製作の軍手（ピンク色）
をお持ちの方は、当日必ず持参ください。

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　☎ 21-5120
　（市民スポーツ課国体推進係内）

〇日　　時　10 月 31 日（木）8：00受付
　　　　　　　　　　　　　　�8：30 開会式
　　　�������※雨天の場合は、11月 7日（木）

〇場　　所　市多目的グラウンド
〇参加資格　グラウンド・ゴルフ愛好者（年齢・性別は制限なし）
〇募 集 数　48 チーム（1チーム 5人）
〇参 加 料　1 人 500 円
〇ゲーム数　3 ゲーム
〇申込期限　10 月 21 日（月）
〇申込・問合せ　多目的グラウンド
　　　　　　　　☎ 33-2788　FAX�33-2787

就労支援に関する出張相談会

はしまの夕べ（まちおこしイベント）

第14回市民体育大会

絶対に勝ち隊�隊員募集！！�10月のごみ拾い活動羽島の海の絶景を楽しむまち歩き
～白浜なぎさコース～

地域おこし協力隊の
体幹トレーニングとストレッチ教室受講生募集

第5回いちき串木野市多目的グラウンド
親善グラウンド・ゴルフ大会参加者募集
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親としての資質を高め、家庭の教育力の充実を図る
ことを目的に、市家庭教育学級全体研修会を開催しま
す。各学校や幼稚園の家庭教育学級生だけではなく、
家庭教育や子育てに関心のある市民の皆様の参加もお
待ちしています。
〇日　時　10 月 24 日（木）9：30～ 12：00
〇場　所　いちきアクアホール
〇内　容　⑴活動発表（9：40～ 10：50）
　　　　　　・羽島小学校　菜の花学級
　　　　　　・川上小学校　さわやか学級
　　　　　　・意見交換、指導助言
　　　　　⑵�講演（11：00～ 11：55）
　　　　　　演題「あなたのキラリにびっくりポン」
　　　　　　講師　鹿児島市中央公民館
　　　　　　　　　館長　常深　透氏
※�無料の託児所もあります。（10月 17 日までに事前
の申込が必要です。）
〇問合せ　社会教育課　☎ 21-5128

基本操作や使い方を学び、スマートフォンを生活に
役立てましょう。
〇日　時　�11/5（火）、11/12（火）、11/18（月）
　　　　　11/25（月）、12/3（火）、12/10（火）
　　　　　各日とも 14：00～ 16：00
〇場　所　中央公民館　2階小会議室
〇内　容　�設定と基本操作、写真撮影と画像編集、生

活に役立つアプリのダウンロードなど
〇対象者　市内に居住または勤務している方
〇定　員　10 名（定員を超えた場合は抽選）
〇受講料　無料
〇受講生が準備するもの
ios・Android のスマートフォンまたはタブレット
（らくらくホンは不可）、筆記用具
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、
または電話・FAX で氏名・住所・電話番号・年齢
などを 10月 21日（月）までにお知らせください。

※申込者が少ないときは開講しない場合があります。
※申込結果は、各人に通知します。
〇問合せ　社会教育課　☎ 21-5128　FAX�36-5044

消費税率引き上げに
便乗した詐欺に注意

見守り
新鮮情報

便乗詐欺に注意

銀行の業界団体を名乗る男から、「消費税
増税の関係で、高齢者に社会保険料の一
部が戻ることとなった。通帳とキャッシュ
カードの番号を教えてほしい。お宅は 4万円

戻る」と電話があった。（80 歳代　男性）

●社会的に話題になっている出来事を悪用し、言葉巧みに近づく詐欺手口が見られま
す。今後、消費税率の引き上げに便乗した手口の発生が予想され、注意が必要です。

●金融機関や行政等が、消費税増税を理由に消費者個人に電話をかけてくることはあ
りません。「お金が戻ってくる」等と言われても信用してはいけません。

●着信番号通知や録音機を活用し、知っている人以外の電話には直接出ないというこ
ともトラブルを避ける一つの方法です。

●不審な電話があったら、すぐに最寄りの警察やいちき串木野市消費生活センター等
にご相談ください（警察相談専用電話「♯ 9110」、消費者ホットライン「188」）。

家庭教育学級全体研修会を開催します シニアのためのスマートフォン講座

見守るくん
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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　いちき串木野市総合観光案内所研修室

〇場　所　働く女性の家
〇対　象　�いきいき女性講座は、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。
　　　　　育児支援講座は、市内に居住または、勤務している乳幼児を持つ親が対象です。
〇受講料　無料（ただし、材料費は実費自己負担）
〇申込み　10 月 23日（水）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　いきいき女性講座は満 2歳以上～未就学児。申込時にお知らせください。

〇申込・問合せ　いちき串木野市総合観光案内所　☎ 32-5256　�http://ichiki-kushikino.com/

いきいき女性講座

育児支援講座

講　座 日　時 対象・定員 内　容
参加料（資料代）

お一人
申込期限

ワンデー英会話
やさしいスピーチ
コミュニケーション
【 語 学 体 験 】

11/9（土）
10：30～
12：00

どなたでも
20名

初心者向け。外国人講師
がやさしい英語を使って
「話す」ことを教えます。

300 円 11/4（月）

ワ ン デ ー
中 国 語 会 話
【 語 学 体 験 】

11/15（金）
① 13：30～����
　 15：00
② 15：10～
　16：40

どなたでも
20名

初心者～中級者向け。
①発音の基礎
②私の 1日を話そう

300 円
（2コマ分）

11/10（日）

いちき串木野市総合観光案内所　11月体験講座参加者募集

働く女性の家講座受講生募集

講　座 日　時 定　員 内　容（持ってくる物、材料費）

テ ラ リ ウ ム
11/7（木）

�10：00 ～ 11：30
15 名

ガラスの瓶に植物を入れ自然を表現します。（手袋、
持ち帰り用の袋、1,000 円）

干 支 の 押 絵
11/12、11/26、12/10
各日とも火曜日
�9：30 ～ 11：30

20 名
型に綿を入れ布でくるみ、立体感を出す押絵で来年
の干支（子）を作ります。（ボンド、はさみ、鉛筆、
スティックのり、3,600 円）

講　座 日　時 定　員 内　容（持ってくる物）

親 子 で
フットセラピー

11/21（木）
10：30～ 11：30

10 名
バランス感覚や脳の発達にも良い足裏のマッサージ
で親も子もリフレッシュしましょう。

可 愛 い 写 真 の
撮 り 方

11/27（水）
10：30～ 11：30

10 名
可愛い我が子をより可愛らしく写すプロのテクニッ
クを学びましょう。（スマホまたはカメラ）

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
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