
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
〇業務内容	 ・福祉課窓口業務
	 ・医療費助成制度申請受付
	 ・その他事務作業　等
〇募集期間	 ７月 20日（水）まで
〇勤務場所	 福祉課（串木野庁舎）
〇勤務時間	 ８：30～ 17：00（※土・日・祝日除く）
〇勤務期間	 8月1日（月）～平成29年3月31日（金）
	 （雇用期間満了後更新することもある）
〇賃　金	 時給 790 円（社会保険有り）
〇選考方法	 面接（日時は後日連絡します）
〇問合せ	 福祉課　☎ 33-5618

平成 17 年以来「指定ごみ袋」の価格（税抜額）は
据え置いてきましたが、原料価格の高騰等により平成
28 年 9 月 1 日から、「指定ごみ袋」の価格が次のと
おり変更されます。（税込価格）

〇問合せ　いちき串木野市衛生自治団体連合会事務局
　　　　　（生活環境課内）☎ 33-5614

毎年、海の日にボランティア清掃活動「海の日海岸
クリーン作戦」を開催します。市民の皆様の多数のご
参加をお願いします。
〇日　時　7月18日（月・祝）6：30より1時間程度
　　　　　（集合 6：20）

〇持参品　手袋、タオル、レーキ、帽子等
　　　　　（お持ちの方は持参ください）
※駐車場が狭いところがあるので、近所の方はできる
だけ自家用車の利用は遠慮ください。

※ボランティア活動のため、危険な箇所で作業はしな
いでください。また、自分の体調に合わせて参加、
作業するようにしてください。

7月 2日にレストラン・物産館・観光案内所が一体
となった食の拠点施設「食彩の里　いちきくしきの」
がオープンしました。
市内の物産館や直売所の情報発信を行う食の拠点

施設です。ぜひご利用ください。
〇場　所　上名 3018 番地内
　　　　（国道 3号「串木野ＩＣ入口」交差点近く）

〇食彩の里いちきくしきの
・いちき串木野物産さのさ館
　　　　☎ 32-0780
　　　　開館時間　9：00～ 18：00
・串木野市漁協直営海鮮まぐろ家
　　　　☎ 33-5015
　　　　開館時間　10：30～ 15：00
　　　　（ラストオーダー 14：30）
　　　　（売店は 17：00まで）
・いちき串木野市総合観光案内所
　　　　☎ 32-5256
　　　　開館時間　8：30～ 17：30
詳しくは、各施設にお問い合わせください。

「指定ごみ袋」の販売価格の変更
生活環境課（☎ 33-5614）

臨時職員募集
総務課（☎33-5625）

第20回海の日海岸クリーン作戦
生活環境課（☎ 33-5614）

食彩の里いちきくしきのオープン
食のまち推進課（☎ 33-5621）

ごみ袋種類
小売価格（税込）【10枚入り】

改定後 現　行

可燃ごみ袋（大） 205 円 184 円

可燃ごみ袋（小） 129 円 108 円

不燃ごみ袋（大） 183 円 162 円

不燃ごみ袋（小） 129 円 108 円

清掃場所 集合場所
土川漁港 土川漁港付近
羽島漁港 羽島漁港前
横須海岸 さつま日置農協羽島支所前
白浜海岸 白浜温泉下付近
荒川海岸 荒川川河口付近
野元海岸・串木野新港 公設市場駐車場
串木野漁港 串木野漁港（内港）付近
長崎鼻公園 長崎鼻公園小瀬港側入口
照島海岸 照島地区交流センター前

市来海岸 市来漁港・市来中学校裏
地域で指定された場所（川南）
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現在お使いの被保険者証は、8月1日に更新されます。
7月末までに「有効期限　平成29年 7月 31日」と

記載された新しい保険証を自宅等へ送付するので、届
いたら住所や氏名等に誤りがないか確認してください。
8月 1日以降に医療機関で受診する際は、新しい被

保険者証を窓口に提示してください。
※ 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
健康増進課保険給付係　　　☎ 33-5613
市来庁舎市民課健康福祉係　☎ 21-5117

県では 15 歳未満の子どもの急な病気への対処や、
応急処置などを相談する窓口を、先月から開設してい
ます。経験豊かな看護師がアドバイスします。

☎県内統一　♯ 8000
月～土曜日 19：00～翌朝 8：00

日・祝・
年末年始	（12/29 ～ 1/3） 8：00～翌朝 8：00

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。
7月 11 日から 15 日にかけて、国民健康保険の説

明会と保険証切り替えを行います。
日程（広報いちき串木野 6/20 号に掲載）を確認の

うえ、必ず切り替えてください。

　〇切り替えに必要なもの
①現在使用中の保険証（遠隔地等にある保険証遠

・学も切り替えます）
②印鑑（代理で手続きをするときは、代理人の印
鑑）、スタンプ印不可
※学保険証の切り替えには、在学証明書が必要で
す。

〇同時切り替え
今回は、次の保険証も同時に切り替えます。お持ち

の方は保険証と世帯主の印鑑を持参ください。
・国民健康保険限度額適用認定証（オレンジ色）
・国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
（はだ色）
・国民健康保険特定疾病療養受療証（白色）

県では精神疾患を有する方や、そのご家族などから
の緊急的な精神医療相談を電話で受け付けています。
〇電話番号　099-837-3458
〇受付時間
月～土曜日　　17：00～翌朝9：00
日曜・祝日・年末年始（12/29～1/3）
　　　　　　	　9：00～翌朝9：00

〇注意事項
・かかりつけの医療機関がある場合は、まずそちら
にご相談ください。

・緊急的な精神医療相談が対象です。一般的な相談
は、保健所等にご相談ください。

・精神科医療機関の受診に必要なお名前や住所、現
在の状況等を伺うため、匿名の相談には応じられ
ません。

市と保健所では、精神障がい者の家族を対象に「家
族教室」を開催します。
病気のことや治療のこと、「こんなとき、どうした

らいいんだろう？」というときの家族の関わり方など、
一緒に語り合ってみませんか。
〇開催日

時間　14：00～ 16：00
毎回 1時間程度の講話の後、交流会を開催します。

〇定　員　10 名程度
〇会　場　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
　　　　　　　　伊集院保健所　☎ 099-272-6301

降雨の影響で、過去に浸水の被害を受けた春日町、
汐見町の住宅については、住宅かさ上げ工事等へ補助
を行っています。
補助の対象となる住宅など詳しくは、お問い合わせ

ください。
〇問合せ　都市計画課都市計画係

小児救急電話相談
串木野健康増進センター（☎ 33-3450）

精神科救急医療電話相談窓口
福祉課（☎33-5619）

精神障がい者家族教室のご案内
串木野健康増進センター（☎ 33-3450）

8月は後期高齢者医療制度被保険者証の更新月です
健康増進課（☎ 33-5613）・市来庁舎市民課（☎ 21-5117）

国民健康保険証の切り替えが始まります
健康増進課（☎ 33-5613）・市来庁舎市民課（☎ 21-5117）

浸水のおそれのある住宅のかさ上げに補助
都市計画課（☎ 21-5152）

月　日 内　容

第1回	7/13（水） 障害年金について

第2回	9/14（水） 精神障害と家族の関わり

第3回	11/9（水） 当事者から家族へのメッセージ

第4回	1/18（水） 精神疾患について～症状や治療～

第5回	3/8（水） 障害福祉サービス等について
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人工呼吸、心臓マッサージなどの心肺蘇生法に加
え、AEDを取り入れた講習会を毎月開催します。
大切な人の命を守るには、近くに居合わせた人の応

急手当が必要です。多数の受講をお願いします。

※受講料は、いずれの講習も無料です。受講申込など
詳しくは各月のおしらせ版をご覧いただくか、消防
本部へお尋ねください。

〇日　時	 7 月 17 日（日）9：00～ 12：00
	 （受付　8：30～ 8：50）
〇場　所	 消防本部　2階会議室
〇定　員	 20 名（定員になり次第締切）
〇対象者	 	市内に居住または勤務（在学）している中

学生以上
〇受講料	 無料
〇申込み	 	7 月 15 日（金）までに消防本部救急係へ

住所、氏名等をお知らせください。

平成 28年 4月にドローン等小型無人機について飛
行禁止区域を定める法律（※）が施行されました。
この法律により、国の指定した対象施設の周辺上空

では、施設管理者の許可を得る等の条件を満たさなけ
れば小型無人機等（ドローン等）は飛行できません。
鹿児島県内の対象施設は、川内原子力発電所です。
よって、小型無人機等は許可なく、次のところを飛

行することはできません。
川内原子力発電所の
・敷地と区域の上空
・敷地と区域の周辺おおむね 300 メートルの地域
小型無人機等を飛行させる場合は、薩摩川内警察署

に届け出て、鹿児島県公安委員会に通報する必要があ
ります。
通報せずに飛行を行った場合は、1年以下の懲役ま

たは 50万円以下の罰金に処せられます。

※正式な法律名は「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その
他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所
の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止
に関する法律」

小型無人機等ってなに？

小型無人機や特定航空用機器のこと
○小型無人機とは…飛行機、滑空機、飛行船等で
構造上、人を乗せることができないもののうち、
遠隔操作または自動操縦により飛行させること
ができるもの

　例：マルチコプター（通称「ドローン」）、ラジ
　　コン飛行機、ラジコンヘリコプター等

○特定航空用機器とは…気球、ハンググライダー
等の人が飛行できる機器

※詳しくは鹿児島県警察ホームページをご覧ください。

講習の種類 内　容 講習時間 講習日

普通救命
講習会

心肺蘇生法
AED使用法
止血法ほか

180 分
奇数月の
日曜日

救命入門
コース

心肺蘇生法
（人工呼吸除く）
AED使用法ほか

90分
偶数月の
金曜日

市では、登録された方に次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

小型無人機等飛行禁止法について
～川内原発周辺では無許可でドローン等は飛行禁止～

まちづくり防災課（☎ 33-5631）

これまで、家電リサイクル券を購入し、家電 4品
目（テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機）を持込み処
分していた指定引取場所が変更となります。
〇変更前（平成 28年 7月 30日まで）
九州産交運輸（株）川内営業所
いちき串木野市芹ヶ野 14166-1

〇変更後（平成 28年 8月 1日から）
（有）田口商会
薩摩川内市東郷町斧渕 6558　☎ 0996-42-0546

〇問合せ　生活環境課　　☎ 33-5614
　　　　　環境センター　☎ 32-2388

消防署では救命講習を毎月開催します
消防本部（☎ 32-0119）

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）

普通救命講習会開催
消防本部（☎ 32-0119）

「家電リサイクル法」指定引取場所の変更
生活環境課（☎ 33-5614）
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　住民基本台帳法第 11条の２第 12項に基づき平成 27年度住民基本台帳閲覧者の公表をします。

申　出　者 利用目的の概要 閲　覧　日 閲覧に係る住民の範囲

旭町公民館 こども会安全協会加入のため 平成 27年 4月 1日 新小学 1年生（旭町公民館）

日出町公民館 〃 4月 2日 　　　〃　　		（日出町公民館）

浜ケ城公民館 〃 4月 2日 　　　〃　　		（浜ケ城公民館）

迫公民館 〃 4月 2日 　　　〃　　		（迫公民館）

坂下公民館 〃 4月 6日 　　　〃　　		（坂下公民館）

照島下公民館 〃 4月 13日 　　　〃　　		（照島下公民館）

㈱インテージリサーチ 旅行・観光消費動向調査 5月 19日 愛木町・口之町・西塩田町

自衛隊鹿児島地方協力
本部薩摩川内出張所

自衛官募集のため 5月 22日
平成 5 年 4 月 2 日～平成 10 年
4月 1日生まれの日本人男女

一般社団法人
新情報センター

家計消費状況調査のため 6月 8日
16 歳以上の男女個人（海瀬・照
島・八房）

一般社団法人
新情報センター

インターネット上の安全・安
心に関する世論調査のため

6月 8日
20 歳以上（平成 7 年 6 月 30 日以
前生まれ）の日本人男女個人（元町）

内門公民館 公民館住民の確認のため 8月 6日 内門公民館

一般社団法人
新情報センター

家計消費状況調査のため 10月 1日 16歳以上の男女個人（八房）

一般社団法人
中央調査社

18 歳選挙権に関する若者意
識調査のため

10月 7日
平成 28年 6月 19 日時点で 18・
19 歳の日本人の男女（照島・八
房・ひばりが丘）

一般社団法人
中央調査社

平成 27 年度　国語に関する
世論調査のため

平成 28年 1月 14日
平成 12年 1月末時点で 16歳以
上の日本人の男女個人（上名）

一般社団法人
新情報センター

家計消費状況調査のため 1月 29日
平成 12 年 4 月 1 日以前生まれ
の 16歳以上の男女個人（緑町・
住吉町・長崎町・西島平町）

一般社団法人
中央調査社

宝くじに関する世論調査の
ため

2月 17日
平成 10年 3月末時点で満 18歳
以上の日本人の男女個人（大里）

酔之尾公民館 こども会安全協会加入のため 3月 23日 新小学 1年生（酔之尾公民館）

酔之尾東公民館 〃 3月 23日 　　　〃　　		（酔之尾東公民館）

大薗公民館 〃 3月 23日 　　　〃　　		（大薗公民館）

冠嶽地区公民館 〃 3月 24日 　　　〃　　		（冠嶽地区公民館）

大原南公民館 〃 3月 24日 　　　〃　　		（大原南公民館）

平江公民館 〃 3月 24日 　　　〃　　		（平江公民館）

汐見町公民館 〃 3月 25日 　　　〃　　		（汐見町公民館）

土橋町公民館 〃 3月 25日 　　　〃　　		（土橋町公民館）

平向公民館 〃 3月 25日 　　　〃　　		（平向公民館）

大原町公民館 〃 3月 28日 　　　〃　　		（大原町公民館）

平向公民館 〃 3月 31日 　　　〃　　		（平向公民館）

平成27年度住民基本台帳の閲覧状況
市民課（☎33-5611）
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　市では「いきいきバス」と「いきいきタクシー」を運行しています。どうぞご利用ください。

■いきいきバス　大人200円（小人・障がい者等は半額）

　予約（深田地区のみ）　☎23-3181　鹿児島交通㈱川内営業所

■いきいきタクシー　大人300円（小人・障がい者等は半額）

　予約　☎32-2128　第一交通㈱串木野営業所

いきいきバス・いきいきタクシーの運行時間・乗降場所など詳しくは「いちき串木野市公共交通マップ」、市ホー
ムページをご覧ください。

※公共交通マップ：市ホームページトップ画面から「暮らし」→「生活環境」→「公共交通機関」→「バス・タクシー」

【串木野地域・市来地域】　1月 1日～ 3日運休

路　線 運　行　日 便　数 運　行　区　間

羽島・荒川線 月・水・金 1日 2往復 土川～羽島～荒川～串木野市街地～別府～串木野駅

芹ケ野線 火・木・土 1日 2往復 深田～芹ケ野住宅～串木野市街地～別府～串木野駅

冠岳線 火・木・土 1日 2往復 宇都～生福～袴田～串木野市街地～別府～串木野駅

木原墓地線 月・水・金 1日 3往復 串木野駅～本浦～酔之尾～木原墓地～市来駅

※ 4月から羽島・荒川線は土川交流センター前、木原墓地線は南洲整形外科、神村学園前に停車しています。
※芹ケ野線の深田地区からご利用の際には事前予約が必要となります。

【海瀬地区・市来地域】　1月 1日～ 3日運休

路　線 運　行　日 便　数 運　行　区　間

川上線 月～土 1日 2往復 海瀬地区・川上地域の郊外地区～市来市街地の乗降場所 16か所

大里線 月～土 1日 2往復 大里地域の郊外地区～市来市街地の乗降場所 16か所

○出発時間及び予約時間（川上線・大里線とも同じです）

行　き　先 便　名 出　発　時　間 到　着　時　間 予　約　時　間

市来市街地行き　　
1便 8：00～ 8：15 → 8：30～ 8：45 前日 20：00まで

2便 9：30～ 9：45 → 10：00～ 10：15 当日 8：30まで

海瀬地区・市来地域
郊外行き

3便 11：30～ 11：45 → 12：00～ 12：15 当日 10：30まで　

4便 14：00～ 14：15 → 14：30～ 14：45 当日昼 13：00まで

※ご利用には事前予約が必要です。3便、4便の予約は市街地行きの車内でも予約できます。

いきいきバス、いきいきタクシーをご利用ください
水産商工課（☎ 33-5638）
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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
・入居者及び同居者が暴力団員ではないこと
　※駐車場は 1世帯につき 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　7 月 19 日（火）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が、ご了承ください。

〇抽選日
7 月 27 日（水）10：00　串木野庁舎 2階会議室

〇入居予定日	 8 月 9日（火）
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）

中退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき設け
られた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。中退共制度をご利用になれ
ば「安全・確実・有利」、しかも管理が簡単な退職金
制度が手軽に作れます。
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

※受験資格・受験手続等の詳細は海上保安庁ホーム
ページをご覧頂くか、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	 ☎ 099-250-9801
串木野海上保安部管理課	 ☎ 0996-32-2205

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 10年度
1戸

木造平家建・
3LDK・
水洗トイレ

不可

海上保安学校 海上保安大学校
インターネット受付 7/19（火）～ 7/28（木） 	 8/25（木）～ 9/5（月）
郵送・持参受付 7/19（火）～ 7/21（木） 	 8/25（木）～8/29（月）
第一次試験 9/25（日） 10/29（土）・10/30（日）

〇自分で入る公的な個人年金
自営業、フリーランスの方など、国民年金の保険料

を納めている 60歳未満の方（国民年金の第 1号被保
険者）が加入できる公的な年金制度です。
なお、平成 25 年 4 月から 60 歳以上 65 歳未満の

方も、基金に任意加入できるようになっています。

―	未来のわたしに	―
◎基本は終身年金。だから、一生涯お受け取り。
◎万が一の時にはご家族に遺族一時金も。

―	今のわたしに	―
◎掛金は全額所得控除で、税金がお得。
◎掛金は自由に設定。

ご相談・資料請求はお気軽にお電話ください。
　フリーダイヤル　0120-6

ろうご

5-4
よ い く に

192
鹿児島県国民年金基金
　ホームページ http://www.kagosima-kikin.or.jp/

いせえび等の水産動物には、採ってはいけない期間
や大きさ等が法令等によって定められています。これ
らに違反した場合は罰せられることもありますので、
ご注意ください。また偶然に採ってしまった場合も同
様ですので、その場合は放流（リリース）してください。
①漁業権により採捕が禁止されている主な水産動物
　いせえび、うに、たこなど
②採捕禁止期間が定められている主な水産動物

③体長制限が定められている主な水産動物

〇問合せ　水産商工課

いせえび類 5月 1日～ 8月 20日

とこぶし 10月 1日～翌年 4月 30日

あわび 11月 1日～ 12月 31日

いせえび類 体長13cm以下（目のくぼみから尾まで）

ばかがい 殻長 5cm以下

ひらめ 全長 25cm以下

うなぎ 全長 21cm以下

市営住宅入居者募集
都市計画課（☎ 21-5154）

中小企業退職金共済（中退共）制度のお知らせ
水産商工課（☎ 33-5638）

海上保安学校・海上保安大学校学生採用試験
水産商工課（☎ 33-5637）

国民年金にゆとりをプラス国民年金基金
市民課（☎33-5612）・市来庁舎市民課（☎ 21-5114）

いせえび等の採捕制限にご注意を
水産商工課（☎ 33-5637）
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キオビエダシャクによるイヌマキ等への被害が発
生しています。
被害が発生したときは、拡大しないように薬剤散布

等の防除をお願いします。なお薬剤散布する際には、
あらかじめ近所の方等にも連絡し、また、通行人や近
くの農産物等に飛散しないよう注意して散布してくだ
さい。
〇被害樹種　　イヌマキ・ナギ
〇防除の方法
・幼虫が少数の時は、木を揺すって落ちた幼虫を捕
殺することも可能。

・大発生の時は薬剤散布（トレボン乳剤 4,000 倍・
スプラサイド乳剤1,500倍）が効果的（幼虫のみ）。

キオビエダシャクの生態

一世代約 2か月程度を年 4～ 5回繰り返す。
・イヌマキの粗皮の隙間に産卵し約 10日でふ化。
・幼虫	 	オレンジ、黒、黄色の模様で体長約５cm
　　　　　幼虫期間は１か月程度。発生時期は 5～
　　　　12 月。イヌマキを食害し枯死に至らせ
　　　　ることもある

・さなぎ	 幼虫が地面に浅く潜りサナギになる。
　　　　　サナギは 15日程度で羽化。
・成虫	 	美しい紺色の羽根に黄色い帯状の模様が

ある。2週間ほど生存し、イヌマキに産卵。

キオビエダシャク

成　虫　　　　　　　　　　　幼　虫

食育料理教室「第 1回いちき串木野キッズシェフ
~let’s	make	world	cooking」を開催します。
〇日　時	 7 月 25 日（月）10：00～ 13：00
〇場　所	 いちき串木野市総合観光案内所　研修室
〇対　象	 小学校４～６年生
〇内　容	 「いちき串木野食材で作る中華料理」
〇講　師	 	Creative	Chinese	Restaurant	 Saburo-

aoki　オーナーシェフ　青木三郎　氏
〇材料費	 	500 円（エプロン・三角巾・タオル・

ふきん・上履き・筆記用具は各自準備）
〇募集数	 25名（定員になり次第締切。市民を優先）
〇募集期間	 7 月 7日（木）～ 20日（水）
〇申込・問合せ　食のまち推進課（申込みは電話で）

薩摩藩英国留学生記念館は浴衣姿のお客様を歓迎
します。浴衣姿で来館されたお客様には特典もありま
す。皆様のお越しをお待ちしております。
〇日　時	 7 月 23 日（土）10：00～ 20：00
	 8 月 13 日（土）10：00～ 20：00
〇場　所	 薩摩藩英国留学生記念館
〇内　容（有料）
ヨーヨー釣り、輪投げ大会、浴衣のレンタル・着付
け、浴衣イブニングパーティー

〇浴衣姿のお客様特典（プレゼント）
観覧料無料、ヨーヨー釣り券、ミニアイスまたは冷
抹茶（クイーンズカフェでお食事をした方）

〇無料シャトルバス

〇問合せ	 薩摩藩英国留学生記念館　☎ 35-1865
みどりと花に満ちた安らぎと潤いのある郷土づく

りのため、いちき串木野市みどり推進協議会が中心
となり、「緑の募金」を実施したところ、市民の皆様
の温かいご理解とご協力により、市内各公民館から、
1,374,193 円（平成 28 年 5 月 31 日現在）の募金が
集まりました。
皆様の善意による「緑の募金」は、森林の整備や緑

化の推進等に活用させていただきます。
また、地域や公民館等で緑化活動を実施する場合は

苗代を助成しますので、ご相談ください。
ご協力ありがとうございました。

引揚者とご家族の皆様へ
税関では、終戦後外地から引き揚げてきた方々

からお預かりした通貨や証券類を保管していま
す。心当たりのある方は、税関までお問い合わせ
ください。
〇問合せ　長﨑税関業務部
　　　　　☎0120-828-680（平日9：00 ～17：00）
　　　　　nagasaki-sodan@customs.go.jp

キオビエダシャクの発生と防除について
農政課（☎ 33-5635）

「緑の募金」のお礼
農政課（☎33-5635）

いちき串木野キッズシェフ参加者募集
食のまち推進課（☎ 33-5621）

羽島ゆかてん「浴衣天国2016」開催
観光交流課（☎ 33-5640）

区分 JR串木野駅 薩摩藩英国留学生記念館 JR串木野駅

第1便 10:40 発 11:00 着 13:50 発 14:10 着

第2便 14:10 発 14:30 着 15:50 発 16:10 着

第3便 16:10 発 16:30 着 19:10 発 19:30 着

第4便 ― ― 20:00 発 20:20 着
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◎アトラクション（歩行者天国内）・・・・・7月 17日（日）　14：30～ 17：30
○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）　○一輪車演技（冠岳小学校）
○ダンス（Kushikino キッズダンスクラブ）　○太鼓演奏（荒川小学校）　○相撲甚句（本浦青年友交会）
○ゲタタップ 2016（旭小学校）　○さのさ踊り（串木野さのさ保存会）　○鐘太鼓行進（立正佼成会川内教会）

◎踊り参加連（順不同　6月 15日現在）7月 17日（日）　18：00～ 20：00
○串木野建設業協会　○串木野自動車教習所　○市議会　○市役所　○丸田グループ　○㈱鹿児島銀行串木
野支店　○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　○㈱コーアガス日本　○プリマハム㈱鹿児島工場　○南日
本銀行串木野支店　○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㈱　○串木
野蒲鉾組合　○三井串木野鉱山㈱　○串木野小学校ＰＴＡ　○（公社）串木野青年会議所　○れいめい羽島連
○串木野はまゆう　○ＺＡＣＫ　○串木野太極拳連盟上海倶楽部　○本浦青年友交会　○串木野内科・循環器
科グループホームさくらの丘　○特別養護老人ホーム潮風園　○串木野西中女子バスケットボール部　〇串
木野中女子バスケットボール部　○荒川小学校ＰＴＡ　○串木野Ｗピース　○さつま日置農協串木野支所　
○市文化協会串木野支部　○串木野さのさ保存会　○市地域女性団体連絡協議会（生福冠岳・上名・大原・中央・
本浦・照島・羽島）　○自由連

　※今回から市民音頭「いちき串木野元気でいこう」が踊りに加わります。

◎交通整理・警備・アトラクション等協力団体
○いちき串木野警察署　○地区交通安全協会串木野支部　○ボーイスカウト串木野第２団

◎無料シャトルバスの運行（17日のみ）交通事情で遅れる場合もあります。

　※お楽しみ抽選会（17時から事前に券配布）やコース沿いには出店もあります。
　※ドローンによる撮影は事故防止のため禁止します。

串木野さのさ祭りと交通規制について
さのさ祭り実行委員会事務局　（観光交流課☎ 32-3111）

【串木野さのさ祭り時の交通規制】
○7月 16日（土）［前夜祭］
　　　12：00～ 23：00
○7月17日（日）［アトラクション・市中流し］
　　　14：00～ 21：00
※	上記の時間帯は歩行者天国となり、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１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。）

市来庁舎 串木野駅 会場（ロータリー）

1 便 14：30⇒ 14：45⇒ 14：50

2 便 15：30⇒ 15：45⇒ 15：50

3 便 16：30⇒ 16：45⇒ 16：50

4 便 17：30⇒ 17：45⇒ 17：50

5 便 18：30⇒ 18：45⇒ 18：50

会場（ロータリー） 串木野駅 市来庁舎

16：00⇒ 16：05⇒ 16：20

17：00 ⇒ 17：05⇒ 17：20

18：00 ⇒ 18：05⇒ 18：20

19：00 ⇒ 19：05⇒ 19：20

20：30 ⇒ 20：35⇒ 20：50

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

歩行者天国区域

鹿銀

讃岐
公園

至  串木野新港

至  串木野駅

中央
公園

市民
文化
センター

市役所
串木野
庁舎

商工会議所
ロータ
リー

照島
東公
園

消防
車庫

くま
公園

まちなか
サロン 市口

公園

塩田
第１
公園

臨時駐車場（①～⑨）
トイレ（全 6ヶ所）

⑨

②

①

⑧

③

⑥

⑦

④

⑤
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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 29 日（土）9：00～ 21：00
	 10 月 30 日（日）9：00～ 17：00
〇場　所	 串木野新港隣接会場
今年も、様々な催しを実行委員会で話し合ってい

ます。10月29日・30日の本番に向け、祭りの情
報や取組み状況などを広報紙で紹介していきます。
次号もお楽しみに！！

本市の主な観光地を “ ぐるぐる ” と巡る周遊ラッピ
ングバスが、6月から主に土日祝日に運行しています。
一日乗車券を利用して、コース内に設けられたお好き
な停車地で乗り降りすることができます。観光などに
ご利用ください。
〇一日乗車券	 大人 500 円（中学生以上）
	 小人 200 円（2歳以下は無料）
＊乗車時に購入。予約乗車をお勧めします。

〇コース
①羽島コース、②羽島照島市来コース、③日置市～
いちき串木野市コース、④冠岳～入来コース
※出発地はＪＲ串木野駅で一部は伊集院駅となります。
※臨時便も運行します。
※詳細はお問い合わせください。
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/

生活研究グループは、農山漁村の豊かな暮らしの実
現を求め、地域の食と農を結ぶボランティア活動や地
産地消の推進など様々な取り組みをしています。　
ぜひ一緒に活動して、あなたの技術や知恵を地域で

活かしてみませんか。
〇今年度の活動予定
食農楽バスツアー、郷土料理教室、各研修・イベン
ト等への参加、地元食材を使った加工品の開発・製
造・販売など。

〇問合せ　農政課または生活研究グループ会長松下
　　　　☎・FAX　32-1155

生産者と交流し、食と農を楽しく学んで、親子で夏
休みの思い出を作りませんか。
〇開催日	 	8 月 3日（水）（15：00終了予定）
〇集合場所	 串木野庁舎正面玄関前　8：20集合
〇内　容	 ・畑で野菜収穫体験、生産者交流
	 ・地元の農産物を知ろう
	 ・採れたて野菜で料理体験
	 ・レクリエーション等
	 ※内容は変更になる場合があります

〇対象者	 	小学生と保護者（父母または祖父母）
20名（定員になり次第締切・初回者優先）

〇参加料	 1 人 1,000 円
〇用意する物
汚れてもよい服装（長袖 ･長ズボン）、帽子、タオル、
飲み物、エプロン、三角巾、バッグ（収穫野菜入れ）、
着替等

〇申込期限	 7 月 15 日（金）まで
〇申込み	 農政課または生活研究グループ会長松下
	 ☎・FAX　32-1155

〇日　時	 7 月 31 日（日）9：30～ 13：30
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
	 25 ｍ（小学校低学年のみ）50ｍ・100 ｍ
	 200 ｍ・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
〇申込み	 	７月 22 日	（金）までに市水泳協会事務

局（市役所農政課久木野）へ
	 ☎ 33-5635
〇問合せ	 実施要領等詳しくは事務局まで

〇開催日	 7 月 21 日（木）～ 7月 22日（金）
〇場　所	 あくね大島
〇内　容	 	ウォークラリー・海水浴・バナナボートなど
〇対象者	 市内に居住する小学生
〇定　員	 30 ～ 50 名
〇参加料	 6,500 円
〇申込期限	 7 月 15 日（金）
〇申込先	 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

水産商工課（☎ 33-5638）

いちき串木野悠遊観光“E
い い と

ATこぐるぐるバス”運行開始
観光交流課（☎ 33-5640）

生活研究グループで一緒に活動をしませんか
～会員随時募集中～

農政課（☎ 33-5635）

夏休みわくわく体験！
食
しょくのう

農楽
がく

バスツアー参加者募集
農政課（☎ 33-5635）

第11回市水泳選手権大会参加者募集
市民スポーツ課（☎ 21-5129）

B＆G「サマースクール	IN	あくね大島」参加者募集
市民スポーツ課（☎ 21-5129）

ニュース vol.1

いちき串木野づくし産業まつり

おかげさまで
15回目を迎えます
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市では「英語のまち」を掲げ、その一環として、夏
休み中に英会話セミナーを開催します。市立中学校の
中学生は誰でも参加することができます。
〇日　時	 8 月 17 日（水）・18日（木）
	 9：30 ～ 16：00（昼食持参）
〇対象者	 市立中学校の 1～ 3年生
〇講　師	 	市内小・中学校の英語・外国語活動指導員、

教員、地域人材など
〇内　容
・ゲームや歌、講師との会話などをとおして、英会
話に親しむ。

・自分や地域のことを英語で簡単に紹介できるよう
に練習する。

・習った英語を使って簡単な寸劇を考えたり、紹介
し合ったりする。

〇費　用	 保険代のみ実費（2日間で 100 円）
〇申込方法
各中学校をとおして詳しい案内を配布します。現在
通っている中学校へ申し込んでください。

〇問合せ	 学校教育課

市民の皆様の参加をお待ちしております。
〇日　時	 8 月 28 日（日）8：00～ 16：00
〇場　所	 照島海岸
〇参加資格	 高校生以上の男女混成 4人制
〇募集定数	 72 チーム（申込み先着順）
〇参加費	 １チーム 5,000 円
〇募集期間	 7 月 11 日（月）～ 22日（金）

実行委員会では、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）
	 ☎ 090-9491-5291　有村まで

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。
〇期　日　７月 24日（日）9：30開会式
〇場　所　市相撲競技場（えびすが丘）

ものづくりを支える人材・IT 企業で即戦力になり
たい入校生を募集します。

　平成 29年度推薦選考

〇募集科目	 メカトロニクス科・情報処理科
〇受付期間	 9 月 1日（木）～ 9月 29日（木）
〇応募資格	 平成 29年 3月高校卒業見込者
〇選考日	 10 月 7日（金）
〇選考方法	 適性試験（筆記）、面接
〇問合せ	 県立姶良高等技術専門校
	 ☎ 0996-65-2247

　平成 29年度推薦選考

木工・建築大工の技術技能を習得したい入校生を募
集します。
〇募集科目	 室内造形科・建築工学科
〇受付期間	 9 月 1日（木）～ 9月 29日（木）
〇応募資格	 平成 29年 3月高校卒業見込者
〇選考日	 10 月 7日（金）
〇選考方法	 適性試験（筆記）、面接

　8/2 オープンキャンパス開催　先着 30名

中・高校生、一般（概ね 30才までの方）を対象に
木工・建築大工の体験入校生を募集します。
〇申込期限	 7 月 27 日（水）
〇申込・問合せ	　
県立宮之城高等技術専門校
☎ 0996-53-0207　FAX	0996-53-0993

〇期　間
7 月 16日（土）～ 8月 31日（水）9：00～ 18：00
※ 7月 16日は両プールとも無料開放し、長崎鼻海水プールでは「スーパーボール掴み取り大会」を開催

〇入場料	 幼児（無料）
	 小中学生（100円）
	 大人（210円）
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

第14回「マリンビーチフェスタ2016
in	いちき串木野」参加チーム募集

社会教育課（☎ 21-5128）

第44回鹿児島県小学生相撲選手権大会
市民スポーツ課（☎ 21-5129）

中学生英会話セミナー受講者募集
学校教育課（☎ 21-5127）

県立姶良高等技術専門校推薦入校生募集
水産商工課（☎ 33-5638）

県立宮之城高等技術専門校入校生（推薦選考）募集
水産商工課（☎ 33-5638）

長崎鼻海水プール・市民プール　オープン
市民スポーツ課（☎ 21-5129）
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社会福祉協議会ボランティアセンターでは、体験教
室参加者を募集します。参加は無料です。
電話または FAX（32-4094）でお申し込みください。

　小学生ボランティア体験教室
〇日　時	 7 月 25 日（月）9：30～ 14：00
〇場　所	 串木野高齢者福祉センター
〇募集数	 市内小学生 30名
〇申込期限	 7 月 15 日（金）
〇内　容	 	非常炊出し体験、福祉体験、工作教室、

デイサービスでふれあい交流など
※昼食は非常炊出しで作ったものを食べます。
※活動しやすい服装でお越しください。

　子育てボランティア体験教室
〇日時・場所

※ 2日目の日程については、希望に沿えない場合
があります。

〇募集数	 学生・一般 20名
	 ２日間とも参加できる学生または一般の方
〇申込期限　7 月 22 日（金）

次のとおり、シルバー文化作品展が開催されます。出
品を希望される方は、福祉課へお問い合わせください。
〇開催期間	 9 月 6日（火）～ 9月 10日（土）
	 9：00 ～ 18：00（入場は 17：30まで）
	 最終日は 14：00まで
〇会　場	 鹿児島県歴史資料センター黎明館
	 （入場無料）
〇出品規定　
①部　門　	日本画・洋画・書・工芸・写真・彫刻で

テーマは、自由
②資　格　	県内居住の満 60 歳以上（昭和 32 年 4

月 1 日以前に生まれた方）のアマチュ
アとする。

③出品点数及び出品作品（出品料　1,000 円）
　全部門を通じて 1人 1点とし、未発表のもの

平成 29年成人式の実行委員を募集します。
一緒に企画運営をしてみませんか。

〇対象者　
・平成 8年 4月 2日から平成 9年 4月 1日までに
生まれた市内在住の方（新成人）

〇申込・問合せ
７月 29日（金）までに社会教育課へ
※平成 29年成人式は、1月 3日（火）午前中に市
民文化センターにて開催予定です。市外在住でも
参加できます。

①夏休み親子ふれあい講座

②いきいき女性講座

〇場　所	 働く女性の家
〇対象者
①は市内に居住の小学生の親子。幼稚園保育園の年
長児も可。②は市内に居住または勤務している女性
を優先。（男性も受講可）

〇受講料	 無料
〇申込み	 7 月 27 日（水）までに働く女性の家へ
	 	（受付　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
	 希望者は事前に申し込んでください。

2016年サマーボランティア体験月間参加者募集
社会福祉協議会（☎ 32-3183）

「第25回シルバー文化作品展」作品募集
福祉課（☎ 33-5619）

働く女性の家講座受講生募集
働く女性の家（☎ 32-7130）

平成29年成人式実行委員募集
社会教育課（☎ 21-5128）

講座名 日時 定員 内容（持ってくるもの）

精進料理
8/4（木）
9：30～
　12：00

30 名

動物性蛋白質を使
わない低カロリー
で栄養バランスの
良いもどき料理（三
角巾・エプロン、
材料費500円程度）

講座名 日時 定員 内容（持ってくるもの）

陶芸
8/3（水）
10：00～
　12：00

10 組
食器・時計・貯金
箱等作成（材料費
1人1,000 円

ケーキ
作り

8/9（火）
10：00～
　12：00

12 組

パティシエの美味し
いケーキ作り（エプ
ロン・三角巾・材料
費　一組600円）

ミサンガ
8/10（水）
10：00～
　12：00

12 組

簡単な斜め模様の
ミサンガ作り（はさ
み・定規・材料費１
人108円）

1日目 2日目

日時 8/5（金）
9：00～ 12：00

8/8（月）、10（水）、12（金）、
17（水）のいずれか１日
9：00～12：00

場所 串木野高齢者福祉
センター

さわやか子育て支援セン
ター（太陽保育園２Ｆ）

内容 座学・講習 ふれあい体験
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居住地・勤務地（市内外）は問わずどなたでも受講できます。先着順で定員になり次第、受付終了となります。
〇場所　いちき串木野市総合観光案内所研修室
〇その他　親子講座には 18歳以上の保護者同伴でお申し込みください。託児サービスは行っておりません。
〇申込 ･問合せ　7月 15日（金）までにいちき串木野市総合観光案内所へ（8：30～ 17：30）☎ 32-5256

いちき串木野市総合観光案内所７月体験講座募集中
観光交流課（☎ 33-5640）

講　座 期　日 対象・定員 内　容
参加費

（材料代等）

《親子》親子クッキング暑さ吹き
飛ぶ元気メニューと夏のおやつ
【1回講座】

7/18（月・祝）
10：00～ 13：00

小学生以上の
親子 20組

夏休みに家族でチャレン
ジして欲しい料理作り。

一組
1,500円程度

《親子》ファイナンシャルプランナー
による子どもマネー塾
【1回講座】

7/23（土）
13：00～ 15：00

小学生の親子
16組

銀行預金、お金の管理な
どマネーゲームを通して
疑似体験し、お金の大切
さを学ぶ

一組
100 円

《親子》あなたもインテリアコー
ディネーター・ケーキ箱の中の
おうち作り　
【1回講座】

7/30（土）
10：00～ 12：30

小学生の親子
16組

ケーキ箱をおうちにみた
て、お部屋作りをする工
作体験。

一組
500 円

●�高齢者は室内で熱中症になるケースが目立ちます。エアコンや扇風機を上手に使用して、
高温多湿にならないよう注意しましょう。
●�高齢者は暑さやのどの渇きを感じにくくなっているため、自覚がないまま重症となる傾向
があり、より一層の注意が必要です。
●�のどが渇いてから水やお茶を飲むのではなく、あらかじめ時間を決めるなどルールを決め
て意識的に水分をとるようにしましょう。
●�熱中症を疑う症状がある場合は涼しい場所に移動させ、衣服をゆるめて体を冷やし、水分
と塩分を与えるようにしましょう。意識がない場合は救急車を要請しましょう。

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

家族が 14 時過ぎに帰宅すると、室内の冷房が止
まっており、高齢の母親がベッド上でけいれんし
意識がなかったため救急車を呼んだ。

（当事者：90歳代　女性）

訪問介護に行ったところ、蒸し暑い室内で被介護
者が倒れていた。意識がなかったので救急車を
呼んだ。

（当事者：80歳代　女性）

室内でも熱中症予防を
　　　　　　心がけましょう

事例1

事例 2

予防しよう

見守り
新鮮情報

見守るくん
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