
昨年まで市内全域で開催していた市政報告会につ
いては、平成 28年度から「市政懇話会」として見直し、
希望するまちづくり協議会にて開催することになりま
した。
〇内　容
・希望される地区のみで開催となります。
・市からの統一的な説明方式はとらず、申込みの
あったテーマについて市の取組や考え方を説明
後、建設的な意見交換の場として開催します。

・年間を通して申込みいただけます。
〇テーマの例
教育・文化、子育て支援、健康・福祉、○○地区の
農業、水産業の振興、商店街活性化、エネルギー政
策、観光行政　等

〇申込・問合せ　政策課政策係

マイナンバーカード（個人番号カード）の交付を申
請した方には、「個人番号交付・電子証明書発行通知書
兼照会書」のハガキを送り、受取案内を行っています。
受取場所は市役所ですが、平日に来られない方のた

め、月１回串木野庁舎市民課で、日曜窓口を開設しま
す。この日は、市来庁舎で受け取るよう指定されてい
る方も串木野庁舎で受け取ることができます。
〇日曜受取日
6/26、7/24、8/28、9/25、10/23、11/27、
12/25、1/29、2/26 の 9：00～ 16：30

※この日はマイナンバーカード受け取り以外の手続
きはできません。

〇受　取
次のものを持って本人が受け取りにお越しください。
①送られてきたハガキ（個人番号交付・電子証明書
発行通知書兼照会書）
②通知カード
③住民基本台帳カード（※お持ちの方のみ）
④本人確認書類（運転免許証・パスポートなど顔写真付のもの）
※④について詳しくは通知カードと一緒に同封され
ていた説明用パンフレットをご覧いただくか、市
民課にお問い合わせください。

～マイナンバーカードの取得のお願い～
今後、マイナンバーの必要な機会が増えることが予想

されます。まだ、マイナンバーカードの申請をされてい
ない方は、是非お手続きをお願いします。1 枚で本人確
認までできるマイナンバーカードは便利です。

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。ウミガメの保護のために
次の点にご注意ください。

○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。
○ウミガメの卵や足跡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。
○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。
○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。

市では、登録された方に以下の情報を配信します。
■防災・安全・安心情報
■子育て・福祉・医療情報
■イベント情報
■その他行政情報
■行方不明者情報
（情報は複数選択できます）
〇登録方法
・上のＱＲコードを携帯電話やスマートフォンで読
み取り、空メールを送信し、返信されたメールの
手順に従って登録してください。

・ＱＲコードの読み取りができない方は、
　bousai.ichikikushikino-city@raiden2.ktaiwork.jp
　に空メールを送信してください。
・登録は無料ですが、通信料は利用者の負担になり
ます。

〇問合せ　まちづくり防災課防災安全係

マイナンバーカードの受け取りのための日曜窓口開設
市民課（☎ 33-5611）・市来庁舎市民課（☎ 21-5114）

市政懇話会の開催地区募集
政策課（☎33-5634）

ウミガメ保護にご協力を
生活環境課（☎ 33-5614）

お手元の携帯・スマホに防災情報等をお届け
市防災情報等メールサービス

まちづくり防災課（☎ 33-5631）
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　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 47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。

※�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

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）

避　　難　　場　　所　　一　　覧
【串木野地域】

避難場所 所在地 電話番号 避難場所 所在地 電話番号
　冠岳小学校体育館 冠岳12844-1 32-2688 ○串木野高齢者福祉センター 新生町183 32-9570
○冠岳交流センター 冠岳13511-2 32-0760 　働く女性の家 新生町183 32-7130
○生福小学校体育館 生福8605 32-3307 　串木野高等学校体育館 美住町65 32-2064
　生冠中学校体育館 生福8551 32-3377 ○本浦交流センター 西浜町1-2 33-2371
○串木野中学校体育館 日出町700 32-1735 ○串木野西中学校体育館 平江20226-1 32-1744
○上名交流センター 上名2455 32-8770 　野元公民館 野元20950 －
　串木野小学校体育館 日出町536 32-1738 ○羽島交流センター 羽島5218 35-0014
○市民文化センター（中央公民館） 昭和通133-1 33-5655 　羽島小学校体育館 羽島5359 35-0009
　願船寺 栄町23 32-3006 ○荒川交流センター 荒川2450 32-8809
○ドリームセンター 元町236 33-1231 　荒川小学校体育館 荒川2347-1 32-2010
　浄宝寺 本浜町38 32-2504 ○旭交流センター 金山14103-1 32-8811
　無量寺 西島平町375 32-1727 　旭小学校体育館 金山14067 32-1724
○照島小学校体育館 照島5453-3 32-1701 　芹ヶ野公民館 芹ヶ野15367-2 －
　串木野養護学校体育館 八房1041 32-4105 ○土川交流センター 羽島9675 35-0887
　串木野体育センター 長崎町91 32-1899 　総合体育館 生福5298-3 32-8588

【市来地域】
避難場所 所在地 電話番号 避難場所 所在地 電話番号

　市来体育館 大里5547-1 36-2881 　浄泉寺 湊町3丁目93 36-2102
　市来中学校体育館 大里3764 36-2056 　西村寺 湊町1丁目95 36-2022
　市来小学校体育館 大里3731 36-2006 　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 36-2166
○川南交流センター 大里3246-1 － 　川上小学校体育館 川上1200 36-2044
　市来農芸高等学校体育館 湊町160 36-2341 ○川上交流センター 川上978 36-4334
○いちきアクアホール 湊町1丁目102 21-5800 　川上生活改善センター 川上1707 36-2918
　市来高齢者福祉センター 湊町1丁目102 36-4558 　市来川上郵便局 川上1215-1 36-2221
　漁民会館 湊町1丁目103 36-2009
○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。
　なお、総合体育館は大規模災害発生時の長期的な避難が必要となった場合に開設します。

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。
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E
い ー と

AT�d
で

e�健康メニューは塩分やカロリーが低く、糖
尿病患者や肥満などを気にしている方にも配慮した外
食メニューです。この E

い ー と

AT�d
で

e�健康メニューの糖尿病
等予防・改善といった効果を測るためのモニターを募
集します。
モニターとなる方は、１か月の間、１日１食�E

い ー と

AT�d
で

e�
健康メニューを食べていただき、モニター前後の血液
検査で改善効果を測ります。
詳しくは、食のまち推進課までお問い合わせくださ

い。
〇募集期間	 7 月 8日（金）まで
〇モニター期間	 9 月～ 12月
〇募集人数	 5 名
〇応募資格
次のいずれにも当てはまる市民
・満 40歳以上の方（性別は問いません。）
・平成 28年 1月以降に特定健診や人間ドック、職
場健診等を受診し、HbA1c が 5.6％以上 6.5％未
満で、服薬していない方

・もっぱら昼食などで外食、またはコンビニなどの
惣菜や弁当を食べている方

〇謝　金
食事と血液検査の回数に応じて、モニター報告書
提出後に謝金を支払います。

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、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・自治活動に使える交付金です。

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。
〇健康づくり事業交付金

市では 65歳以上の高齢者が、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になり

ます。社会福祉協議会へ電話で申し込んでください。
〇参加できる方　65 歳以上の市民
〇ポイントが付く活動
・市が実施する健康増進・介護予防等に関する活動
・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 15 日（水）
〇説明会
6 月 20 日（月）13：30～串木野高齢者福祉センター
6月 21日（火）13：30～市来保健センター

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　40 歳～ 74歳の国保加入者
〇期　間　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。

歯周疾患（歯周病）は歯を失う大きな原因ですが､
それだけでなく､ 糖尿病や心疾患など全身に悪影響を
及ぼす恐ろしい病気です。
ほとんど症状がないまま進行し、自分で気づくこと

が難しい病気ですので、ぜひこの機会に歯周疾患検診
をご利用ください。
〇対象者	 ※文書でご案内します。
40･50･60･70 歳の方（平成 29 年 4 月 1 日現在）

〇実施期間	 6 月 6日（月）～ 11月 30日（水）
〇実施場所	 市内の協力歯科医療機関
あおい歯科・えとう歯科・えのもと歯科医院
茶圓歯科クリニック・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
※必ず予約してから受診してください。
お口の健康､ 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。

特定健診実施中
健康増進課（☎ 33-5613）

歯周疾患検診が始まります
串木野健康増進センター（☎ 33-3450）

健康づくり事業交付金
健康増進課（☎ 33-5613）

E
い ー と

AT	d
で

e	健康メニューのモニターを募集
食のまち推進課（☎ 33-5621）

高齢者元気度アップ・ポイント事業参加者の募集
社会福祉協議会（☎ 32-3183）

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
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国の誤った隔離政策により、ハンセン病は感染力の
強い「怖い病気」という誤ったイメージが定着し、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。
これまでの歴史を伝え、偏見を解消するには、私た

ち一人ひとりが、ハンセン病問題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。
〇ハンセン病を正しく理解する週間
6 月 19 日（日）～ 6月 25日（土）

〇ハンセン病について正しく知りましょう
・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。

・早期発見と早期治療により完治する病気で、現在
の日本の衛生状態や医療状況、生活環境を考える
と、感染源となるものはほとんどありません。

・ハンセン病であった方々の身体の変形は、診断や
治療が遅れたことによる後遺症です。

・県内には２か所の療養所があり、ハンセン病は
治っているにも関わらず、根強く残る偏見・差別
に苦しんでおられ、今もなお療養所での生活を余
儀なくされています。

〇訓練内容	 パソコンを利用した訓練
・ワープロ（ワード）　初級程度
・表計算（エクセル）　初級程度
・仕事に必要なコミュニケーション能力、ビジネス
マナーの習得　など

〇実施場所	 川内能力開発協会川内技術開発センター
� 薩摩川内市青山町　☎ 22-3873

〇授業料	 無料
〇定　員	 8 名
（応募者が少ないと訓練を実施しない場合があります）
〇訓練期間	 8 月 2日（火）～ 10月 28日（金）

�（訓練時間 9：25～ 15：40）
〇対象者
障がいがあり、早期の就職や再就職を目指す方

〇応募期間	 6 月 1日（水）～ 6月 24日（金）
〇面　接
・日時　7月 6日（水）
・場所　川内能力開発協会川内技術開発センター
〇願書提出先　最寄りのハローワーク
願書（指定用紙）は下記問合せ先にあります。

〇問合せ
・最寄りのハローワーク
・鹿児島障害者職業能力開発校
　薩摩川内市入来町　☎ 44-2206　FAX�44-2207

認知症の介護にお悩みの方、「ひょっとして認知症か
な？」と心配な方、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	 6 月 16 日（木）13：00～ 15：30
〇場　所	 串木野高齢者福祉センター
〇内　容	 ・薬剤師による薬の話
	 　　つばさ薬局　下田�健一�氏
� ・介護者交流会など
〇対　象	 認知症の本人・家族・一般の方
〇申込・問合せ	 地域包括支援センター

「北薩よろず相談窓口」では中小企業者などの売上
拡大や経営改善などの各種相談を受け付けています。
まずはご予約ください。相談は無料です。
〇日　時	 毎週木曜日 10：00～ 16：00
〇場　所	 薩摩川内市産業支援センター　☎ 0994-41-7174
〇問合せ� �公益財団法人かごしま産業支援センター
� 経営支援課　☎ 099-219-1273

児童手当を受給している方は、6月30日（木）までに、
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、10 月支給分以降の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、手当が受けられなくな
るのでご注意ください。なお、現況届の用紙は窓口に
あります。
現況届の提出にあたっては、受給者と配偶者の平成

27年中の所得に対する税の申告を済ませておく必要
があります。無職等で所得が無い場合も申告が必要で
す。未申告の方は申告してください。
〇持参するもの
※詳しくは 6月 10日以降に福祉課から対象者に届
く通知文書でご確認ください

・印鑑（スタンプ印不可）
・年金加入証明書または受給者の健康保険証
・受給者・配偶者の個人番号（マイナンバー）
・所得課税証明書（今年 1月 1日現在市外に住所
のあった方）など

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

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

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

障害者委託訓練生（パソコン事務科）募集
福祉課（☎ 33-5619）

中小企業者支援『北薩よろず相談窓口』
水産商工課（☎ 33-5638）

児童手当の現況届の提出をお忘れなく
福祉課（☎33-5618）
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人事院と国税局では税務職員採用試験（高校卒業
程度）の受験者を募集します。
詳細は国税庁ホームページの試験概要をご覧いた

だくか、お問い合わせください。
〇申込受付　6 月 20 日（月）～
※申込受付期間と申込先は、申込方法と希望する第
一次試験地により異なります。

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）

E
い ー と

AT�d
で

e�健康メニューは、糖尿病や肥満の予防・
改善、食生活の改善を目指し、市が認定した外食メ
ニューです。これまで市内 18 店舗で 25 メニューが
開発され、提供されています。
市では第４期のメニューを募集しており、飲食店、

惣菜店、弁当店などからの応募をお待ちしています。
E
い ー と

AT�d
で

e�健康メニューの詳細は市のホームページ
でご覧いただけます。
〇募集期限	 8 月 31 日（水）
〇応募・問合せ	 食のまち推進課

10月 1日と 2日にそれぞれ行われる第 1種・2種
電気工事士資格試験の対策講座が下記のとおり開催さ
れます。希望者は直接川内技術開発センターへお申し
込みください。

〇受講料	 	第 1種 40,000 円、下期第 2種 37,000 円
� （教材、模擬テスト代等含む）
〇持参物	 筆記用具を各自ご用意ください。
〇定　員	 各 10名程度
〇申込締切	 7 月 22 日（金）
〇申込方法	 	電話または FAX（講座名・住所・氏名・

電話番号）
〇申込先	 川内技術開発センター
� ☎ 0996-22-3873　FAX�0996-20-6423

秋に開催予定の産業祭「地かえて祭り」の「おばけ
カボチャ」コンテスト用の苗を無料で配布します。
〇日　時	 6 月 14 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

講座名 受講日 曜日・時間

第１種学科編
7/31
8/7・21・28
9/4・11・18・25

日曜日
9：00～ 16：00

下期第２種学科編
7/30
8/6・20・27
9/3・10・17・24

土曜日
9：00～ 16：00

職場の悩みを鹿児島県労働委員会委員（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、事業主のどちらからでも、お気軽にご相談くだ
さい。（秘密厳守、無料）
〇日　時	 毎月第 4火曜日　14：30～ 17：00
	 ※受付は 16：30まで
〇場　所	 鹿児島県労働委員会（県庁 15階）
〇申込み	 不要（事前予約もできます）
〇相談事例	 	解雇、雇い止め、配置転換、賃下げ、
� パワハラ、嫌がらせなど
〇問合せ	 鹿児島県労働委員会事務局　☎099-286-3943

市では、ふるさと納税の寄附者に対する「返礼品」
に協力できる事業者を随時募集しています。協力した
い事業者は食のまち推進課にお問い合わせください。
〇協力できる事業所の要件
次の要件にすべて適合している必要があります。
・本社（本店）、支社（支店）、営業所等のいずれか
を市内に有する法人や個人事業所

・代表者の市税の滞納がないこと。
・代表者等が、暴力団の構成員等でないこと。
※要件に適合していても、市が適当でないと認めた
場合は、お断りする場合があります。

税務職員採用試験受験者募集
税務課（☎33-5616）

～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」開催

水産商工課（☎ 33-5638）

第４期	E
い ー と

AT	d
で

e	健康メニューを募集
食のまち推進課（☎ 33-5621）

ふるさと納税返礼品に協力できる事業者募集
食のまち推進課（☎ 33-5621）

おばけカボチャの苗配布
農政課（☎ 33-5635）

第１種・２種電気工事士資格試験対策講座生募集
水産商工課（☎ 33-5638）
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「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 17 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、7月 1日（金）までに串木

野さのさ祭り実行委員会事務局へご連絡ください。
〇ボランティア内容
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）

〇申込・問合せ
実行委員会事務局（観光交流課内）☎ 32-3111

「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（木）までに申し込ん
でください。
〇価格（税込）� 浴衣生地 1反� …………… 7,500 円
� 浴衣仕立て（生地を含む）�…12,000 円
� 帯（男）�…………………… 3,900 円
� 帯（女）�…………………… 3,900 円
� 店舗用のぼり旗（大）�……16,000 円
〇申込先	 観光特産品協会　☎ 32-2049
� （いちき串木野商工会議所内）
※女性団体連絡協議会会員は地区女性会長へ申し込
んでください。

７月16 日（土）

７月17 日（日）

〇 15：00～ 21：00（予定）　前夜祭
　・平成 28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）
　・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

〇 14：00～ 17：40（予定）　アトラクション
　※時間・内容とも予定���・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
　・約 2,000 人の踊り手が市中を踊り歩きます。
　※いちき串木野市民音頭「いちき串木野元気でいこう」が今回から新たに市中流し踊りに
　加わります。練習会、ＤＶＤ貸出し、出前講習などご利用ください。
　　（昨年の市制施行 10周年を機に市民音頭が制定されました）

いちき串木野市の夏を皆さんで盛り上げていきましょう。
市民の皆様の多数のご参加とご観覧をお願いします。

串木野さのさ祭り実行委員会（観光交流課	☎ 32-3111）

◆ 平成28年７月16 日（土）・17 日（日）

◆ 串木野地域中心商店街

第46回串木野さのさ祭り

「串木野さのさ祭り」ボランティアの募集
観光交流課（☎ 32-3111）

「さのさ祭り」用浴衣生地・帯をあっせん
観光交流課（☎ 32-3111）
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8 月 7 日（日）に 400 年余の歴史と伝統を誇る国
指定重要無形文化財「市来の七夕踊」が開催されま
す。保存会では当日の踊り子（行列物、作り物、太
鼓踊）として参加協力してくださる方を、男女、年
齢を問わず募集しています。
参加を希望される方は、7月 23 日（土）までに申

し込んでください。
なお、詳細は後日説明会を開催します。

〇申込・問合せ
大里七夕踊保存会会長　堂地�國男　☎ 36-2219

なつかしい映画のひと時、感動を皆さんと共有して
みませんか。観覧は無料です。
〇日　時	 6 月 25 日（土）13：30～
〇場　所	 旭町中央通り商店街　まちなかサロン
〇上映映画	 ｢二十四の瞳｣
〇問合せ	 中央地区まちづくり協議会
	 鮫島　☎ 33-1090

きもの（ゆかた）の着方やマナーを習ってみません
か。親子での参加も歓迎します。
〇内　容	 	ゆかたの着装、帯の結び方、暮らしに役

立つマナーなど
〇対象者	 小・中学生
〇開催日時	 	7/3、7/17、7/31、8/7、9/4、10/30、

11/13、11/23、12/11、12/18（計10回）
の10：00 ～11：30

〇場　所	 中央公民館 2階�和室
〇募集定員	 20 名
〇受講料	 無料
〇準備する物
女子…�ゆかた・半幅帯・腰紐 2～ 3本・
　　　フェイスタオル 2～ 3枚・足袋
男子…�ゆかた・角帯・腰紐１本・足袋
（ゆかたセットがない場合は 1,000 円で貸出ます）
※男女ともＴシャツと短パンなどゆかたの着やすい
服で参加してください。
※市内の小・中学校へは別途案内しています。
〇申込方法	 FAX または郵送
（氏名・ふりがな・学校名・学年・性別・電話番号
などをお知らせください）

〇申込・問合せ　いちき串木野市和装礼法伝承の会
　　　　　　　☎・FAX　�36-5032

〇対象者	 市内に居住または勤務している女性を優　
先。男性も受講できます。

〇場　所	 働く女性の家
〇受講料	 無料（材料費は実費負担）
〇申込み	 6 月 24 日（金）までに働く女性の家へ申込

（受付時間／火曜～土曜、9：00 ～ 17：00
月曜日は休館）

〇託　児	 満２歳以上～未就学児。希望者は申込時に
お知らせください。

講座名 日時 定員 内容（持ってくるもの）

麻で編む
帽子

7/5（火）
7/19（火）
8/2（火）
9：30～
　11：30

15 名

クロッシェタイプ
の帽子を作りま
す。（中細程度の
夏糸 150g、かぎ
針 4～ 6号）

夏の
和菓子

7/15（金）
9：30～
　12：00

30 名

雪見大福と抹茶淡
雪かんを作りま
す。（エプロン、
三角巾、500 円程
度）

県では、6月 26日の国際麻薬乱用撲滅デーに
合わせて、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
件を引き起こす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。

薬物乱用防止

普及運動「ダメ。ゼッタイ。」
串木野健康増進センター（☎ 33-3450）

「市来の七夕踊」参加者募集
社会教育課（☎ 21-5128）

｢第４回なつかシネマ｣映画会の開催
水産商工課（☎ 33-5638）

「和装礼法教室」受講生募集
社会教育課（☎ 21-5128）

いきいき女性講座受講生募集
働く女性の家（☎ 32-7130）
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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にある申込書に記入し、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）
※申込者が少ないと開講しないことがあります。
※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。
　申込結果は各人に通知します。

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 募集対象� 講座内容
（用意するもの） 開催日 会場 締切日

パソコン教室Ａ

ワード、
エクセルの初歩
的入力が出来る
方
（定員10 名）

会合の案内や名簿などの
作成の仕方を学びます。
（パソコンは各自持参。
ワード、エクセルソフトが
入っていること）

7/6　7/13　7/20
7/27　8/3　8/10
（水曜日全 6回）
19：00 ～20：30

中央公民館
6月20日（月）

ガラス
フュージング
教室

一般成人
（定員15名）

ガラスを溶かし合わせて
アクセサリーや写真立て
などを作ります。
（材料費1,500 円程度）

７/4　8/1　9/5
10/3　11/21　12/5
（月曜日全 6回）
13：30 ～15：00

アロマテラピー
教室

一般成人
（定員15名）

香りを楽しみ、心身の健
康や美容に生かせる品物
つくりをします。
（材料費500～3,000円）

7/13　7/27　8/10
8/24　9/14　9/28
（第2,4 水曜日全６回）
13：30 ～15：00

歌と楽器で
楽しく脳トレ！

65歳以上
（定員20 名）

簡単な楽器遊びや歌を
楽しむひととき。

7/12　8/9　9/13
10/11　11/8　12/13
（第２火曜日全６回）
10：00 ～11：30

照島交流
センター

●マイナンバー制度に便乗した詐欺的な勧誘電話による被害が発生しています。
●一度お金を払ってしまうと、取り戻すことは極めて困難です。不安を煽るようなことを言われても信用
　せず、絶対に支払わないようにしましょう。不審な電話は相手にせず、すぐに電話を切ってください。
●少しでも疑問や不安を感じたら、市の消費生活センター（水産商工課　☎ 33-5638）等にご相談く
　ださい。
●いったん電話に出ると切りにくくなります。留守番電話機能を利用して、必要な相手にだけ電話をかけ
　直す方法も有効です。

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

ホームページ：http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/
携　帯　用：http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/mobile/
E - m a i l：info@city.ichikikushikino.lg.jp

　　　　　　　国の機関の委託を受けたという人物Aから電話で、「マイナンバーが始まるの
　　　　　　　で調べていたら、あなたの情報が 3社に登録されていた。そのうち 1社は災害時
　　　　　　　に家を提供している団体で、災害時にあなたの家に人が押し寄せる。代わりを見
　　　　　　　つけなければならない」と言われた。その後、Aから紹介

されたNPO法人 Bに電話をすると「登録番号を教えて」と頼まれ、
Aから聞いていた登録番号を伝えた。翌日、再びAから「Bに登録番号を

教えましたね。Bは詐欺をしたことになる。後で返すので 500 万円
送って」と言われ、自宅に来たAの部下に現金を渡した。その後も
数回、現金を渡している。（80歳代　女性）

ご注意！マイナンバー制度に便乗した詐欺被害

見守り
新鮮情報

見守るくん
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