
平成 28年度いちき串木野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6日（日）
	 ※ 10：00～ 17：00
	 市民文化センター

〇作品展示	 11月1日（火）～ 6日（日）
	 9：00 ～ 20：00
	 いちきアクアホール他

【展示作品募集】
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 16 日
（日）まで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。

未来の宝子育て支援金は次の世代を担う子どもた
ちの誕生を祝い、子育てを支援する制度です。
各祝金を請求できるのは、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。特に入学祝金の申請
は 10 月 31 日（月）までなので、申請がまだの方は
早めに申請してください。
〇祝金の対象者
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、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（1歳から 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（月）
第 3子以降の子どもが平成 28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
・申請者及び配偶者が、市税を滞納していないこと
がわかる、市税務課発行の証明書（発行手数料
200 円）

・印鑑
・保護者の振込口座預金通帳
〇申請・問合せ
福祉課子育て支援係　　　　☎ 33-5618
市来庁舎市民課健康福祉係　☎ 21-5117

鹿児島県では、「土砂災害防止法」に基づく土砂災
害警戒区域等の指定に向け、がけ崩れ・土石流などの
被害を受けるおそれのある場所の斜面や渓流の地形、
土地の利用状況等を調査しました。
調査結果を受け、下記の日程で県による説明会を開

催します。説明会では、土砂災害の発生するおそれの
ある危険箇所を市民の皆様に示し、今後の警戒避難体
制の整備などソフト対策について説明します。
市民の皆様の生命と身体を守るため、土砂災害のお

それがあると思われる区域にお住いの方をはじめ、多
数の出席をお願いします。
〇日時・会場

ジェネリック医薬品は、新薬と同様の効能・効果を
持ち、厚生労働省の認可で製造・販売された、新薬よ
り安価な医薬品です。

ジェネリック医薬品を使えば、自己負担が安くな
り、保険財政の健全化も図れます。
ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師または

薬局の薬剤師に、「ジェネリックでお願いします」と
申し出てください。
※処方箋の「変更不可」の欄に、医師の署名がなけれ
ば変更できます。

※市では「ジェネリック医薬品でお願いします。」と
印字された、保険証入れケースを無料で配布してい
ます。

市文化祭開催・展示作品募集
社会教育課（☎ 21-5128）

土砂災害警戒区域指定についての説明会開催
土木課（☎21-5150）まちづくり防災課（☎ 33-5631）

未来の宝子育て支援金の申請をお忘れなく
福祉課（☎ 33-5618）

ジェネリック医薬品（後発医薬品）を利用しましょう
～薬代が安くなります～

健康増進課（☎ 33-5613）

開催日 時間 対象地区 説明会場
10/11（火） 19：30 川南・川北 川北交流センター
10/18（火） 19：30 湊・湊町 市来地域公民館
10/20（木） 19：00 羽島 羽島交流センター
10/25（火） 19：30 川上 川上交流センター
10/27（木） 19：00 旭 旭交流センター
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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。気軽にお越しください。

〇日　時	 10 月 20 日（木）13：00～ 15：30
〇会　場	 串木野高齢者福祉センター
〇内　容
1．	認知症研修会
　　「地域で支える、新たな認知症へのアプローチ」
　　～疑似体験を通じて物盗られ妄想と徘徊に
　　　　　　　　　　　　ついて考えてみよう～
　　講師　濱田	努	氏（きいれ浜田クリニック院長）
2．	介護者交流会

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

本市が取り組んでいる E
い ー と

AT	d
で

e	健康メニューについ
て、糖尿病等の予防・改善等、その効果を測るため、
モニターを募集します。
モニターになる方は、１か月の間、週に5日以上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ます。
モニター前後の血液検査等で改善効果を測るものです。
詳しくはお問い合わせください。

〇募集期間	 10 月 25 日（火）まで
〇モニター期間	 11 月１日（火）～
〇募集数	 5 名
〇応募資格　次のいずれにも当てはまる方
①本市内に居住または勤務している方
②満 30歳以上の方（性別は問いません）
③服薬していない方
④外食が多い方、または昼食にもっぱらコンビニな
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。
参加希望の方は、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	 10 月 12 日（水）
〇説明会	 受	付　9：30～（2会場とも）
10月 17日（月）10：00～	串木野高齢者福祉センター
10月 18日（火）10：00～	市来庁舎 3階会議室

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、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）
・連帯保証人（2人）
〇申込期限
10 月 18 日（火）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。

〇抽選日
・日ノ出団地
　10月 25日（火）14：00　市来庁舎 3階会議室
・ひばりが丘団地
　10月 25日（火）10：00　串木野庁舎 2階会議室

〇入居予定日	 11 月 9日（水）
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）

住宅名 建設年度
募集戸数 構造・設備 単身入居

日ノ出住宅
（いちきアクア
ホール近く）

平成 10年度
１戸

耐火4階建（3階）・
3DK・水洗トイレ 不可

平成 14年度
１戸

耐火4階建（2階）・
3DK・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 2年度
1戸

耐火3階建（1階）・
2DK・水洗トイレ

可（60
歳以上）

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）

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）

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）

市営住宅入居者募集
都市計画課（☎ 21-5154）
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納めた国民年金保険料は
全額が社会保険料控除の対象です！

国民年金保険料は税法上、健康保険や厚生年金など
の社会保険料を納めた場合と同様に、社会保険料控除
としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減さ
れます。
控除の対象となるのは、平成 28 年 1月から 12 月

までに納めた保険料の全額です。過去の年度分や追納
された保険料も含まれます。
また、ご自身の保険料だけでなく、配偶者やお子様

等の負担すべき保険料を支払っている場合、それも合
わせて控除が受けられます。
控除を受けるには、年末調整や確定申告を行うとき

に、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書
類の添付が必要です。
このため、本年 1月 1 日から 9月 30 日までの間

に保険料を納めた方には、11 月上旬に日本年金機構
から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が
届きますので、申告書の提出の際には、必ずこの証明
書または領収証書を添付してください。
税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不

慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度で
す。保険料は納め忘れのないようきちんと納めましょう。

いせえび等の水産動物には、漁業権や採ってはいけ
ない期間、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るの

で注意しましょう。また偶然に採ってしまった場合も
同様です。その場合は放流（リリース）してください。
〇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

〇採捕禁止期間が定められている主な水産動物

〇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

　次のとおり、公用車を売却します。
●売却車両
　〇車種名　日野　汲取車

・最大積載量：3,000㎏　
・原動機の型式	：S05D　
・初年度登録：平成 14年 11月
・走行距離：208,390㎞（9月 6日現在）
・車検有効期間	：平成 28年 11月 17日
・脱臭器故障あり（修理必要）

●申込方法
購入希望者は、11月 2日（水）までにいちき串木野市・日置市衛生処理組合へ見積書を提出してください。
（見積書様式は組合にあります）
●購入（申込）条件
⑴	市税の滞納がない方。
⑵	所有者変更、登録番号変更、車庫証明、自動車税等名義変更等全ての手続は購入者負担とし、物件の引渡は、
手続が完了し、売却代金の納入を確認した後とします。

⑶	物件の購入者への引渡方法は、保管場所での現状引渡とし、引渡後の不調や故障について補償は一切行い
ません。また、引渡時に車検が切れた場合でも、購入者が移動します。

⑷	車両に表示してある「串木野衛生センター」等の名称は購入者が抹消し、抹消後の写真を提出してください。
●最低売却価格　　10,000 円（税抜）
●物件の確認日時　⑴	日　時　10月 21日（金）13：00～ 17：00（要予約）
　　　　　　　　	⑵	場　所　いちき串木野市・日置市衛生処理組合
●購入者の決定　最低売却価格以上で、最高の価格をもって有効な見積をした方を購入者とします。

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）

ひらめ 全長 25cm以下

ばかがい 殻長 5cm以下

うなぎ 全長 21cm以下

いせえび等の採捕制限にご注意を
水産商工課（☎ 33-5637）

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

公用車（汲取車）の公売
いちき串木野市・日置市衛生処理組合（☎ 32-3612）
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　市有地を一般競争入札により売却します。
　最低売却予定価格以上で最高の価格をもって入札した方が落札者となります。

〇申　込　締　切　　10月 28日（金）
〇入　札　日　　11月下旬頃を予定（日程決定後申込者に連絡）
〇入札保証金　　入札保証金を入札当日までに納付（見積もる金額の 100分の 5以上の額）
〇申込・問合せ　財政課　契約管財係（串木野庁舎）
※	面積は、公簿上の面積です。売却に際しては測量して面積を確定する必要がありますので、申込後しばらく時
間をいただくことになります。
※最低売却予定価格は公簿上の面積に対する概算の価格です。正式な価格は確定測量後決定します。
※	整理番号 8、9、12、13、14については、約 100坪前後での分割した形での公売も考慮します。購入を希望
する場合はご相談ください。

〇入札物件

整理番号 地　番 地　目 面　積 最低売却予定価格 備　考

1 塩屋町 12 宅地 251.31㎡（約 76坪） 約 756 万円（坪約 10万円）

2 長崎町 59 雑種地 101㎡（約 30坪） 約 140 万円（坪約 4.7 万円）

3 長崎町 106 宅地 131.70㎡（約 39坪） 約 287 万円（坪約 7.4 万円）

4 長崎町 108 〃 202.88㎡（約 61坪） 約 437 万円（坪約 7.2 万円）

5 愛木町 97 〃 133.26㎡（約 40坪） 約 181 万円（坪約 4.6 万円）

6 野元 21035-2、-5 〃 1,041.33㎡（約 315 坪） 約 1,365 万円（坪約 4.4 万円）

7 湊町二丁目 206 宅地 544.34㎡（約 164 坪） 約 1,222 万円（坪約 7.5 万円）

8 湊町二丁目 56 〃 1,124.08㎡（約 340 坪） 約 2,288 万円（坪約 6.8 万円） 分割可能

9 湊町三丁目 68、99 〃 2,147.63㎡（約 650 坪） 約 3,997 万円（坪約 6.2 万円） 〃

10 湊町三丁目 98 〃 235.17㎡（約 71坪） 約 329 万円（坪約 4.7 万円）

11 湊町三丁目 97 〃 337.36㎡（約 102 坪） 約 688 万円（坪約 6.8 万円）

12 湊町三丁目 106 〃 713.05㎡（約 215 坪） 約 1,905 万円（坪約 8.9 万円） 分割可能

13 湊町三丁目 160 〃 2,742.23㎡（約 831 坪） 約 5,606 万円（坪約 6.8 万円） 〃

14 湊町三丁目 161 雑種地 592㎡（約 179 坪） 約 1,227 万円（坪約 6.9 万円） 〃

15 平江 20179-1 原野 240㎡（約 72坪） 約 340 万円（坪約 4.7 万円）

16 芹ケ野 15250-14 宅地 379.31㎡（約 114 坪） 約 444 万円（坪約 3.9 万円）

17 美住町 44 雑種地 82㎡（約 25坪） 約 154 万円（坪約 6.2 万円）

18 湊町 80-10 〃 282㎡（約 85坪） 約 178 万円（坪約 2.1 万円）

19 湊町一丁目 109 宅地 155.42㎡（約 47坪） 約 264 万円（坪約 5.7 万円）

市有地を売却します
財政課（☎33-5629）
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　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。	
　土地を有効利用するためには、国や地方公共団体の取り組みと土地政策に対する国民の皆様のご理解とご協力
が不可欠です。このような観点から、毎年 10月を「土地月間」と定めています。

　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出をする必要があります。

〇届出・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部ずつ政策課へ提出してください。

　　　　　　　　スローガン「みんなでつくろう　安心の街」・「日本一安全で安心な鹿児島づくり」
　　　　　　　　≪　10月 11日は「安全安心なまちづくりの日」　≫
　　　　　　　　安全で安心して暮らせる地域社会の実現のため、全国一斉に実施される運動です。

〇問合せ　いちき串木野地区防犯協会（いちき串木野警察署内）☎ 32-9710

〇運動の重点
重点１　子ども・女性・高齢者の犯罪被害防止
　●	子どもや女性に対する犯罪目的の「声かけ」や「つきまとい」
など、不審者を見かけたら、すぐに警察に通報して、犯罪
を未然に防ぎましょう。

　●地域で高齢者宅の見回りや声かけを行いましょう。
重点２　うそ電話詐欺（特殊詐欺）の被害防止
　●	いろいろな手口で、言葉巧みにお金を騙し取ろうとします。
お金を要求されたり、おかしいなと思ったら、家族や知人、
警察に相談しましょう。

　●	金融機関、宅配業者、コンビニエンスストアその他の宅配
物取扱店と連携して、顧客へ積極的に声をかけ、被害防止
に努めましょう。

重点３　万引きの防止
　●	万引きをしない、させない、見逃さない環境づくりをしま
しょう。

　●万引きをさせない店舗づくりを推進しましょう。

○	自分たちのまちは自分たちで守るとい
う意識を持ち、ひとり一人が、事件や
事故などの被害に遭わないように心が
けましょう。

○	期間中、警察署、地域安全モニター、
少年ボランティア等と連携し、啓発活
動やパトロール等の街頭活動を実施し
ます。

10月は「土地月間」です
政策課（☎33-5634）

平成28年全国地域安全運動　【10月11日（火）～20日（木）の10日間】
まちづくり防災課（☎ 33-5631）

～　大規模な土地取引には届出が必要です　～

届出が必要となる土地取引 面積要件 届出者 届出の時期

○売買　　　○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
※�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
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　平成 28年度の犬の登録と狂犬病予防注射（脱漏）を下記の日程で実施します。近くの集合場所で必ず受けて
ください。（動物病院でも受けられます。）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
登録と狂犬病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。】
　※なお、今回の予防注射については、集合場所以外での注射（個別注射）はいたしません。
　※本年 5月の集合注射や動物病院ですでに注射が済んでいる場合、今回の注射は必要ありません。

○犬の放し飼いは禁止されています。散歩させるときも、リード等で繋いで散歩させてください。
○犬のフンは、飼主の責任で始末しましょう。		その場に放置しないでください。

犬の登録と狂犬病予防注射はお済みですか？
生活環境課（☎ 33-5614）

日 時　　　間 場　　　所 日 時　　　間 場　　　所

10
　
月
　
26
　
日
　
（水）

午
　
前

9：20 ～	 9：30

9：35 ～	 9：45

9：55 ～ 10：05

10：15 ～ 10：25

10：30 ～ 10：40

10：50 ～ 11：00

羽島交流センター

白浜・立石バス停前

荒川交流センター

野元公民館

平江公民館

本浜町・桐原酒店横

10
　
月
　
28
　
日
　
（金）

午
　
前

9：20 ～	 9：30

9：40 ～	 9：50

10：15 ～ 10：25

10：50 ～ 11：00

川南交流センター

川北交流センター

川上地区活性化センター

市来保健センター

午
　
後

13：30 ～ 13：40

13：45 ～ 13：55

14：00 ～ 14：10

14：15 ～ 14：25

14：30 ～ 14：40

14：45 ～ 14：55

八房公民館

別府公民館

酔之尾公民館

照島東公園

御倉町児童公園

港町・漁業漁民センター前

10
　
月
　
27
　
日
　
（木）

午
　
前

9：20 ～	 9：30

9：35 ～	 9：45

9：50 ～ 10：00

10：05 ～ 10：15

10：25 ～ 10：35

10：40 ～ 10：50

日出町公民館（串）

袴田公民館

内堀酒店横

福薗公民館

麓公民館

浜ヶ城・南商店横

午
　
後

13：30 ～ 13：40

13：45 ～ 13：55

14：00 ～ 14：10

14：15 ～ 14：25

14：30 ～ 14：40

14：50 ～ 15：00

串木野庁舎公用車駐車場（国道側）

恵比須町・旧喫茶ポパイ付近

大原南住吉公園

春日町公民館

汐見町・上地商店横

芹ヶ野公民館

☆	串木野・市来地域、どこの会場でも受けること
ができます。

※	犬がすでに死亡していたり、住所が変わってい
たら（他人に譲った場合も）市町村の窓口に届
け出が必要です。

《	狂犬病予防注射時の注意事項	》

■	犬は、しっかりと制御できる人が連れて来てく
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。異常があった場合は、すぐに獣医師に相談
してください。
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9 月 1日現在調製の、海区漁業調整委員会委員選挙
人名簿の縦覧を行います。
なお、名簿登録がなければ、この選挙の際に、投票

及び立候補ができません。この機会に登録を確認して
ください。
〇期　間　10月 20日（木）～ 11月 3日（木・祝）
〇時　間　8：30～ 17：00
〇場　所　選挙管理委員会事務局（市来庁舎１階）

９月から毎月第３日曜日にマルシェ（市場）が開催
されるようになりました。地域おこし協力隊と賛同者
の方々が企画したものです。
皆様のお越しをお待ちしております。

〇日　時	 10 月 16 日（日）9：00～ 16：00
〇場　所	 まちなかサロン
〇内　容	 	地元野菜や木工製品、プリザーブドフラ

ワー、植物、手作りのお菓子や雑貨、着物
をリメイクした洋服やカフェなどの物販な
ど

〇問合せ	 水産商工課

多数のご参加・ご声援をお願いします。
〇日　時	 11 月 13 日（日）	9：00 開会式
〇場　所	 いちき串木野市総合体育館
〇試合方法	 個人戦
　種　目（クラス）
　・男子ダブルス C（初級）・B（中級）・A（上級）
　・女子ダブルス C（初級）・B（中級）・A（上級）
　・混合ダブルス
　　　	合計年齢 100 歳未満の部・合計年齢 100 歳以

上の部
　　※ C（初級）は、バドミントン経験の浅い人。
　　※混合ダブルス年齢は平成 28年 4月 1日現在。
〇参加資格	 	市内に居住、勤務もしくは在学する中学

生以上の人
〇参加料	 一人一種目1,000円（高校生以下500円）
	 ※参加料は当日徴収
〇申込み	 10 月 31 日（月）まで
	 ※	申込用紙等についてはお問い合わせく

ださい。
〇問合せ	 バドミントン協会事務局
	 総務課　伊藤　☎ 33-5633

市では、独身男女の出会いの応援として登録制度
「恋

こい

ぷろ」（恋
れんあい

逢プロジェクト）を行っています。その
登録者限定の、交流会を行います。この機会にぜひ登
録し、交流会へご参加ください。
～あなたに出逢いをお届けします～

〇開催日	 11 月 6日（日）
〇対　象	 「恋ぷろ」登録者
〇参加料	 実費
〇申込期限	 10 月 24 日（月）
〇申込・問合せ
「恋ぷろ」専用メールアドレスまで、住所・氏名・
連絡先等をお知らせください。
メールアドレス：koipro@city.ichikikushikino.lg.jp

※「恋ぷろ」への登録方法は、市ホームページをご覧
いただくか政策課へご連絡ください。

※交流会は男女各４名以上で開
催し、時間や場所は参加者へ
お知らせします。

※交流会の様子を広報紙等に掲
載することはありませんので、
安心してご参加ください。

食育料理体験教室「まぐろでポン！パエリア作り」
の参加者を募集します。
〇日　時	 10 月 29 日（土）
	 第 1部　10：00～ 12：00　30名
	 第 2部　13：00～ 15：00　30名

〇場　所	 地かえて祭り会場内特設会場
〇対　象	 どなたでも参加できます（要予約）
〇内　容　
いちき串木野の食材を使用して、地かえて祭り限定
パエリアをつくります。

〇講　師	 スペイン料理エルマリノ
	 　オーナーシェフ　林　耕平　氏
〇材料費	 200 円
〇当日準備する物
　エプロン・三角巾・タオル・給水用の飲み物
〇募集期間	 10 月 7日（金）～ 10月 24日（月）
	 ※定員になり次第締め切ります。
	 ※市民を優先します。

〇申込・問合せ　食のまち推進課

海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の縦覧
選挙管理委員会（☎ 21-5125）

「恋ぷろ」登録者限定！交流会の開催
政策課（☎33-5634）

毎月第３日曜日は『まちなかマルシェ』
水産商工課（☎ 33-5638）

ふるさと水土里の探検隊（羽島地区）
開催のお知らせ

農政課（☎ 33-5636）

「いちき串木野キャンパス」
食育料理体験教室参加者募集

食のまち推進課（☎ 33-5621）

第53回	市内バドミントン大会参加者募集
市民スポーツ課（☎ 21-5129）
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本市のまぐろや特産品をＰＲするスタンプラリー
を開催中です。
〇期　間　12 月 4日（日）まで
〇内　容
　スタンプラリー加盟店で、食事や買物をすると
スタンプがもらえます。
　３つスタンプを集めて応募をすると、
抽選で 200 名に賞品が当たります。詳し
くは、加盟店や総合観光案内所にあるパ
ンフレットをご覧ください。
　加盟店の目印はこの「のぼり」です。

10月 10日のまぐろの日にちなみ、10月８日～ 10
日に市内の飲食店でまぐろのおもてなしを行いま
す。数量限定、先着順です。対象店舗や内容につい
ては、総合観光案内所にお問い合わせください。

〇問合せ　いちき串木野市総合観光案内所
　　　　☎ 32-5256

「親子でわくわくお豆クッキング」というテーマで
親子料理教室を開催します。親子で料理を作り、家庭
での正しい食生活のあり方を考える機会にしてはいか
がでしょうか。
〇日　時	 10 月 29 日（土）9：30～ 13：30
〇場　所	 働く女性の家
〇対　象	 	市内在住の小中学生と保護者（約 30 名）

※定員になり次第締め切ります
〇参加費	 無料
〇申込み　10 月 12 日（水）までに申込書を各小中
　学校へ提出してください。
※		市立小中学校以外の方は、学校給食センターへ電
話で申し込んでください。

※筆記用具、エプロン、マスク、三角布（バンダナ
等）は、各自で準備してください。

〇問合せ	 串木野学校給食センター　☎ 33-0239
	 市来学校給食センター　　☎ 36-2142

西薩町の串木野国家石油備蓄基地にて石油コンビ
ナート等総合防災訓練が実施されます。当日は、付近
一帯で県防災ヘリコプターが活動し、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
えないようにしてください。
〇日　時	 10 月 21 日（金）10：00～ 11：45

地かえて祭りの開催まで、いよいよ一月を切り、本
番に向けた準備が進んでいます。
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。ぜひ会場にお越しいただき盛
り上がりを感じて
ください。
イベントの詳細

は、次号の広報紙で
お知らせします。

職業能力開発促進法の規定に基づき、次のとおり実
施されます。
〇試験実施募集職種
造園・機械加工・電子機器組立て・婦人子供服製造他

〇実施募集等級　特級・1級 ･2 級 ･3 級 ･ 単一等級
〇受検申請受付
　10月 3日（月）～ 14日（金）（土 ･日・祝日を除く）
〇試験日
・実技試験　12月 1日（木）から 2月 12 日（日）
の職種ごとに定める日
･学科試験　1月 22 日（日）、1月 29 日（日）、2
月 1日（水）、2月 5日（日）で職種ごとに定め
る日

〇合格発表	 3 月 10 日（金）
〇問合せ	 鹿児島県職業能力開発協会
	 ☎ 099-226-3240

10 月 17 日（月）から 23日（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。

[ 串木野地域・市来地域合同 ]
〇日　時	 10 月 20 日（木）９：00～ 12：00
〇場　所	 中央公民館
〇相談委員	 東　節代	・	德重　涼子

まぐろ＆特産品スタンプラリー
水産商工課（☎ 33-5638）

親子料理教室参加者募集
学校給食センター（☎ 33-0239）

平成28年度　後期技能検定（国家検定）の実施
水産商工課（☎ 33-5638）

水産商工課（☎ 33-5638）
ニュース vol.7

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

10
29（土）・30（日）

耳寄り情報！

訓練に伴う緊急車両等の通行について
消防本部（☎ 32-0119）

秋の巡回行政相談
まちづくり防災課（☎ 33-5632）
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案内所では、市内の観光案内をはじめ、おすすめス
ポットやイベント情報の紹介など、専門スタッフが対
応します。気軽にお立ち寄りください。
また、施設内には、会議室や研修室（調理台6台設置）

もあり、個人・団体を問わずご利用いただけます。
〇開館時間	 8：30 ～ 17：30
〇休館日	 1 月 1日～ 1月 3日
〇総合観光案内所使用料

〇問合せ
いちき串木野市総合観光案内所　☎ 32-5256
（国道 3号串木野ＩＣ入口交差点近く）

親としての資質を高め、家庭の教育力の充実を図る
ため、市家庭教育学級全体研修会を開催します。
当日は、家庭教育や子育てについての講演も予定し

ています。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 21 日（金）9：00～ 12：00
〇場　所	 いちきアクアホール
〇内　容
⑴	活動発表
・生福小学校		OH!	たちばな学級
・羽島中学校		家庭教育学級

⑵	意見交換
⑶	講演（10：45～ 11：55）
・	講師　県立青少年研修センター
　　　			研修課長　田畑　一巳　氏

　　演題：「キホンをホンキで」
※当日は、託児所を設置します。（当日受付）

居住地・勤務地（本市内・市外）を問わず、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。

●場　所　いちき串木野市総合観光案内所研修室

●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/

市総合観光案内所を利用してみませんか
観光交流課（☎ 33-5640）

家庭教育学級全体研修会を開催します
社会教育課（☎ 21-5128）

いちき串木野市総合観光案内所　11～12月体験講座　募集
観光交流課（☎ 33-5640）

講座 日時 対象・定員 講座内容 参加料
（材料代）

申込
期限

①
深まる秋のティー
タイム・紅茶の本
格レッスン

11/6（日）
13：30 ～15：30

小学生以上
20名

季節にあった家庭での紅茶の
楽しみ方や、食材との組み合
わせを紹介します。

500 円 10/30
（日）

②
子にも孫にも伝えた
い！ふるさとのお菓
子作り【調理体験】

11/19	（土）
10：00 ～13：00

小学生以上
15名

ホッとする、郷土のお菓子を
数種類作ります。 1,000 円 11/12

（土）

③
ろうびきペーパー
クラフト体験（A）
【工作体験】

11/20（日）
10：00 ～12：00

小学生以上
20名

家庭でも応用のできる、ろうび
きで、タックバッグなどペー
パーバッグ2種類を製作します。

300 円 11/12
（土）

④ 蒟蒻のすゝめ
【調理体験】

12/4（日）
10：00 ～13：00

18 歳以上
12名

地元老舗のこんにゃく屋さん
によるヘルシーなこんにゃく
づくしのレシピを伝授。

1,000 円 11/26
（土）

⑤
おもてなし
パーティ料理
【調理体験】

12/11（日）
10：00 ～13：00

18 歳以上
15名

クリスマスやお正月向けに家
庭で活かせるメニューに挑戦。 1,400 円 12/2

（金）

⑥
ろうびきペーパー
クラフト体験（B）
【工作体験】

12/17（土）
13：30 ～15：30

小学生以上
20名

ろうびきペーパーでプレゼン
トボックス作り（箱 2個製作） 500 円 12/9

（金）

⑦ 切り絵師に学ぶ
【切り絵体験】

平日の3時間
＊事前に調整

6名
＊ 1名から
催行

はがきサイズの作品を作り、
持ち帰ることができます。
＊手ぶらで参加可。

3,000 円 通年

利用施設
施設使用料

（1時間当たり） 冷暖房使用料
（1時間当たり）

市民 市民以外

会議室 270 円 540 円 120 円

研修室 540 円 1,080 円 120 円
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〇場　所	 働く女性の家
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、材料費は実費負担）
〇申込み	 10 月 25日（火）までに働く女性の家へお申し込みください。
　　　　（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。必要な方は申込時にお知らせください。

※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。

（ファックスでの申込みも可。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ことがあります。

講座 期日 時間 定員 回数 講座内容（用意するもの）

干支の押絵
11/11　11/18
11/25
金曜日

9：30 ～
11：30

15 名 3回
型に綿を入れ布でくるみ立体感を出す押絵
で、来年の干支酉（とり）を作ります。
（ボンド・はさみ・鉛筆・3,000 円）

クリスマス料理 11/24（木）
9：30 ～
12：00

30 名 1回
ローストチキン、バーニャカウダーなどを
作ります。（三角巾・エプロン・500 円程度）

手作り
花キャンドル

11/29（火）
9：30 ～
11：30

15 名 1回
花を混ぜて作る可愛いキャンドルです。
（300 円程度）

講座 日時 対象・定員
講座内容

（用意するもの）
会場

申込
期限

パソコン教室 B
（画像処理・
加工）

11/16　11/30
12/7　12/14
12/21
（水曜日全5回）
19：00 ～20：30

ワード、エクセ
ルの基本的な操
作ができる方
（定員 10名）

デジタルカメラやスマートフォ
ンから画像を取り込み、文書や
カードを華やかにする方法を学
びます。
（パソコン、画像を取り込むカー
ドリーダーは各自持参） 中央

公民館

10/28
（金）

快適な収納空間
を実現
デトックス収納
革命！

11/5（土）
10：00 ～12：00

一般成人
（定員 15名）

衣替え、年末の大掃除にむけて、
日頃から気になる整理 ･収納の
悩みをすっきり解決します。

10/21
（金）

「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）

生涯学習講座　（短期講座）受講生募集
社会教育課（☎ 21-5128）
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