
「いつ、どこで起こるか分からない、災害」
市では、土砂災害を想定した「平成 28 年度いちき

串木野市総合防災訓練」を次の日程で実施します。
訓練では、住民避難訓練や合同救出訓練等を実施し

ます。
〇日　時　11 月 13 日（日）8：00 ～ 12：40（予定）
〇場　所　�旭地域一円（旭交流センター、旭運動広場

など）
　なお、情報伝達訓練として、防災行政無線の放
送や携帯電話のエリアメール・防災メールの送信、
広報車等による広報を行い
ます。また、合同救出訓練
のため、消防車両等がサイ
レンを鳴らして走行します。
皆様のご理解とご協力をよ
ろしくお願いします。

〇期　間� 11 月 9 日（水）～ 11 月 15 日（火）
〇全国統一防火標語

『消しましょう　その火その時　その場所で』
　この時季は季節風が強く、空気が非常に乾燥する
ため火災が起こりやすくなります。
　一人ひとりが火の取扱いには十分注意して、火災
を出さないようにしましょう。

【住宅防火　いのちを守る７つのポイント】
（3つの習慣・4つの対策）
〇 3つの習慣

①寝たばこは、絶対やめる。
② ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使

用する。
③ ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を

消す。
〇 4つの対策

① 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置
する。

② 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐため
に、防炎品を使用する。

③ 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等
を設置する。

④ お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近
所の協力体制をつくる。

〇日　時� 11 月 20 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

学生以上の方
〇受講料� 無料
〇申込み� �11 月 18 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。
〇その他� �受講者には全員修了証を交付します。

40 歳以上（平成 29 年 4 月 1 日現在）の方を対象
にがん複合検診（胃・肺・大腸・腹部超音波）を実施
します。

まだ申込みをしていない方でも受診できます。
ただし、大腸がん検診については、検査キットを事

前に送付しますので早めに申し込んでください。
申込まれた方には後程、受診票等を送付しますので

詳しくは中身をご確認ください。
〇検診日程

〇申込・問合せ　串木野健康増進センター

結核検診の対象者には、市から 10 月下旬に日程や
場所などを書類でお知らせしてありますので、指定さ
れた日に受診してください。

ただし、次に該当する方は結核検診を受ける必要は
ありません。
〇結核検診を受ける必要のない方

・11 月 23 日～ 12 月 9 日の間に実施するがん複合
検診で肺がん検診を受ける方

・病院などで結核検診を受診済みの方
・結核で治療中の方
〇問合せ　串木野健康増進センター

いちき串木野市総合防災訓練の実施について
まちづくり防災課（☎ 33-5631）

普通救命講習会の開催について
消防本部（☎ 32-0119）

秋季全国火災予防運動
消防本部（☎ 32-0119）

がん複合検診は今からでも申し込めます
串木野健康増進センター（☎ 33-3450）

11/23（水）～ 11/27（日） アクアホール
（湊町 1 丁目 102 番地）

11/30（水）～ 12/9（金）
（12/4・5 日を除く）

総合体育館
（生福 5298 番地 3）

肺がん検診を受けたら結核検診の必要はありません
串木野健康増進センター（☎ 33-3450）
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大切な人を自死で亡くして、つらい思いをしていま
せんか。ともに語り合いましょう。

〇講　師 高橋聡美さん
  防衛医科大学精神看護学校教授。東日本大

震災で被災者の心のケアに取り組んでき
た。

〇日　時 11 月 19 日（土）13：30 ～
〇場　所  ふれあいかせだ 2 階
 南さつま市加世田川畑 2641-2
〇参加費 無料
〇申込・問合せ 平神　純子　☎ 090-4357-2459
 串木野増進センター

〇�身体的虐待（児童の身体に外傷が生じ、または
生じるおそれのある暴行を加える）

・なぐる、ける、首を絞める、激しく揺さぶる
・たばこの火を押しつける　など

〇�心理的虐待（児童に著しい心理的外傷を与える
言動を行う）

・ことばによる脅かし、脅迫
・無視する、拒絶的な態度を示す
・児童の面前で配偶者に対して暴力をふるう
・兄弟姉妹間での差別的な扱いをする　など

〇�性的虐待（児童にわいせつな行為をする、わい
せつな行為をさせる）

・児童への性交、性的暴行
・ポルノ写真、ポルノ映画の被写体に児童を強要

する　など

〇�ネグレクト（育児放棄、保護者としての監護を
著しく怠る）

・適切な食事を与えない
・乳幼児を長時間家に残したまま外出する、車の

中に放置する
・同居人が虐待と同様な行為を行っているにもか

かわらずこれを放置する
・入浴させない、衣服が長期間不潔なまま
・極端に不潔な環境の中で生活させる
・重大な病気になっても病院へ連れて行かない

など

※虐待を受けていると思われる児童を発見した
ら、すぐ下記へ連絡してください。虐待かどう
かを確かめる必要はありません。通報者の秘密
は厳守されます。

ＤＶ、セクハラ、ストーカーなど女性に対する暴力
や離婚にまつわる諸問題など、女性の人権に関わる問題
について女性の弁護士が電話と面接で相談に応じます。
〇日　時� 11 月 16 日（水）10：00 ～ 16：00
〇電　話� 099-221-6631
〇問合せ� 鹿児島県男女共同参画センター相談室
 （かごしま県民交流センター内）
 9：00 ～ 17：00（月曜日は休館）
 ☎ 099-221-6630

※予約優先。詳しくは相談室へお問い合わせくださ
い。

女性に対する暴力をなくす運動
11月 12日（土）～ 25日（金）

11 月は、「児童虐待防止推進月間」です。
児童虐待問題は、虐待の発生の防止、早期発見・早期対処など地域全体で取り組み、解決しなければならない

問題です。児童虐待への正しい認識と関心をもち、児童を虐待から守りましょう。
〇児童虐待とは？
児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長および人格の形成に重大な影響を与える保護者等の行為であ
り、次のような種類があります。

あなたからの連絡・相談が児童を守ります
〇相談・問合せ� 児童相談所全国共通ダイヤル　☎ 189（局番無し）

 市役所福祉課子育て支援係　　☎ 33-5618
 鹿児島県中央児童相談所　　　☎ 099-264-3003

自死対策語る会
串木野健康増進センター（☎ 33-3450）

児童虐待防止推進月間
〝守るのは　気づいたあなたの　その勇気〟

福祉課（☎33-5618）

女性のための法律110番
政策課（☎ 33-5672）
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環境センターに搬入され、まだ使用できるものを市
民の皆さんに販売します。
〇日　時� 11 月 27 日（日）9：00 開場
 10：00 抽選開始
〇場　所� 環境センター
〇販売品

食器類、つぼ、玩具、装飾品、家具、スポーツ・レ
ジャー用品、自転車など

〇注意事項
・リサイクル品のため品質や性能の保証はありませ

ん。
・万一不良品でも返品・交換や返金はできません。
・包装や配達はできません。
・同一の品物に、購入希望者が複数いた場合は抽選

になります。
・市民の皆様に広くリユース（再利用）していただ

くため、転売目的はご遠慮ください。
〇問合せ� 環境センター　☎ 32-2388

市内の有権者の中から、くじによる抽選で平成 29
年度の「裁判員候補者」・「検察審査員候補者」が選ば
れます。

選ばれた候補者の方には、11 月中旬頃に「裁判員
候補者名簿への記載のお知らせ」または「検察審査員
候補者名簿への記載のお知らせ」が届きます。必ず開
封して、中の書類をご覧ください。
〇問合せ
　裁　判　員…鹿児島地方裁判所　裁判員係
　　　　　　　☎ 099-222-7157
　検察審査員…鹿児島検察審査会事務局
　　　　　　　☎ 099-808-3719

2017 年版県民手帳を販売しています。
この県民手帳は、年版・年度版の手帳として利用で

き、各種資料・県内データが充実しており毎年好評を
得ています。
〇値　段� 540 円（税込）
〇サイズ� 縦 15cm ×横 8.5cm
〇表　紙� 黒・赤
〇販売期間� 12 月 22 日（木）まで
〇販売場所� 政策課
 市来庁舎市民課　☎ 21-5111
 一部の書店・コンビニエンスストア

【鹿児島県最低賃金が 10 月 1 日より時間額 715 円に
改定されました】

鹿児島県最低賃金は県下のすべての労働者に適用
されます。ただし、別に定める特定（産業別）最低賃
金の産業に該当する場合は、当該最低賃金も適用され
ます。
〇問合せ
　鹿児島労働局　賃金室 ☎ 099-223-8278
　鹿児島労働基準監督署 ☎ 099-214-9175
　最低賃金テレフォンサービス ☎ 099-223-8881

現在、夏期に引き続き、九州各県で、家庭で電気の
使用量を減らしたり、ＣＯ 2 排出量を減らす環境活
動に参加したりすると、商品やサービスと交換できる
ポイント券がもらえる（九州エコライフポイント）九
州版炭素マイレージ制度事業を実施しています。
〇募集世帯� 定員になり次第終了します。
〇募集期限	 12 月 5 日（月）まで
〇節電活動期間	 平成 28 年 12 月～平成 29 年 2 月

電力会社から送付される検針票の平成 28 年 12 月
分～平成 29 年 2 月分の 3 か月間と前年同月の使用
量と比較し、削減率に応じポイント券が与えられま
す。

〇申込方法	 生活環境課に申込用紙があります。
また、鹿児島県、「九州エコライフポイント」のホー
ムページからも申し込みができます。

〇問合せ	 生活環境課
 鹿児島県地球温暖化対策課
 ☎ 099-286-2586

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）

リサイクル品を販売します
生活環境課（☎ 33-5614）

節電でポイントを貯めよう～
九州エコライフポイント事業参加者募集（冬季）

生活環境課（☎ 33-5614）

2017年版県民手帳の販売について
政策課（☎33-5672）

鹿児島県最低賃金が時間額715円に！
水産商工課（☎ 33-5638）

「裁判員候補者」・「検察審査員候補者」に
選ばれた皆様へ
選挙管理委員会（☎ 21-5125）
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12 月は、給与等に係る源泉所得税の年末調整の月
です。

毎月の給与等から源泉徴収された所得税の 1 年間
の合計額と、その年の給与総額に対する年税額とは一
致しないのが一般的です。

このため、源泉徴収税額の過不足分を精算する必要
があります。この手続きが「年末調整」です。

大部分の給与所得者は、年末調整により、その年の
納税を完了することになりますので、年末調整が正し
く行われるためには、勤務先に扶養親族や保険料など
の申告を正しく行うことが大切です。

詳しくは、気軽にお尋ねください。
〇問合せ
　伊集院税務署　☎ 099-273-2541（自動音声案内）

労働者を１人でも雇用している事業主は、労働保険
（労災保険・雇用保険）に加入する義務があります。

まだ、加入していない事業主は、速やかに加入して
ください。

なお、手続きは国の認可を受けた労働保険事務組合
（商工会議所、商工会等）に委託することができます。
〇問合せ
・伊集院公共職業安定所適用係 ☎ 099-273-3161
・鹿児島労働基準監督署　労災課 ☎ 099-214-9175
・いちき串木野商工会議所 ☎ 32-2049
・市来商工会 ☎ 36-2145
・串木野経営労務協会 ☎ 32-1474

白色申告者のうち、初めて記帳を行う方や記帳の仕
方が分からない方のために、記帳・帳簿等の保存制度
の概要や記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」が次
の日程で開催されます。
〇日　時� 11 月 15 日（火）13：00 ～ 15：00
〇場　所� いちきアクアホール 2 階 多目的室

事業所得（営業・漁業・農業）、不動産所得または
山林所得等を有する白色申告者に対しても記帳制度や
記録保存制度が設けられています。

なお、所得税の申告が必要ない方も記帳・帳簿等の
保存制度の対象となります。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧いただくか、
伊集院税務署へご相談ください。
〇問合せ
　伊集院税務署　☎ 099-273-2541（自動音声案内）

※受付は 13：30 より行います。当日は説明資料を配
布しますので、お早めにお越しください。

〇問合せ　伊集院税務署
　　　　　☎ 099-273-2541（自動音声案内）

税金は、私たち国民が豊かに安定して暮らせるよう
に、国や地方公共団体が活動するための大切な財源です。
「税を考える週間」は、国民生活に深い関わりがある

税の意義や役割、税務行政の現状など、税に対する理
解を深めていただくために設けられているものです。
※税についてわからないこと、知りたいことがありま

したら、気軽にご相談ください。
〇問合せ
・伊集院税務署　☎ 099-273-2541（自動音声案内）
・市役所税務課 市民税係（串木野庁舎） ☎ 33-5616
　　　　市民課 税務係（市来庁舎） ☎ 21-5116

税に関する作品展（書道・標語・作文）
テーマ「くらしを支える税」

・11 月 10 日（木）～ 23 日（水）
　　　　　　　ニシムタ串木野店食鮮館
・11 月 25 日（金）～ 12 月 7 日（水）
　　　　　　　中央公民館・いちきアクアホール

11 月 13 日（日）に開催される甑島マラソン大会
に伴い、当日は「フェリーニューこしき」とその接続
バスの運行ダイヤが変更になります。

詳しくはお問い合わせください。
〇問合せ

甑島商船　☎ 32-6458
鹿児島交通㈱川内営業所　☎ 23-3181

給与所得者の年末調整
税務課（☎33-5616）

「税を考える週間」11月11日～17日
～税の役割と税務署の仕事～

税務課（☎ 33-5616）

「甑大明神マラソン大会」開催に伴う
甑島航路運行ダイヤの変更について

水産商工課（☎ 33-5638）

事業所得等白色申告記帳説明会
税務課（☎33-5616）

平成28年分事業所向け年末調整説明会
税務課（☎ 33-5616）

日　時 説明会場 対象者

11 月 29 日（火）
14：00 ～ 16：00

いちきアクアホール
１階　アリーナ 法人・個人

11月は「労働保険適用促進強化期間」です
水産商工課（☎ 33-5638）
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すべての住宅の寝室に住宅用火災警報器の設置が
平成 23 年 6 月 1 日から義務づけられています。本市
では、今年 6 月 1 日現在で、約 92％の世帯が設置し
ています。まだ設置していない住宅は、早急に設置し
てください。

住宅用火災警報器が奏功した事例
【事例】　高齢の女性が味噌汁を温めようとガステーブ
ルに火を点け、そのまま外出したため、鍋が空焚き状
態となった。
　近所の住人が、住宅用火災警報器の「ピー」という
音を聞き駆けつけると、部屋の中に白い煙が充満して
いたので、開いていたドアから進入しガステーブルの
器具栓を閉めて火を消し、事無きを得た。

〇設置する場所と種類
・寝室（煙式）
・２階に寝室がある場合、寝室と階段の天井または

壁の上方（煙式）
※台所への設置義務はありませんが、設置していれ

ば安心です。（熱式または煙式）

【設置例】2 階建で、1 階と 2 階に寝室がある場合

〇設置済みの方へ
「いざ」という時に警報器がきちんと鳴るよう、1

年に 1 回程度、作動点検と清掃を行ってください。
点検は、点検ひもを引くか点検ボタンを押してくだ

さい。清掃は、掃除機等でほこりをとりましょう。
電池の交換時期になったら電池を取りかえるか新

しい機器へ交換をお願いします。
詳しい方法は取扱説明書または、一般社団法人日本

火災報知機工業会のホームページをご覧ください。

11 月 1 日（火）から平成 29 年 3 月 15 日（水）
まで狩猟が解禁されています。

山へ行く方は、赤色など目立つ服装をし、更にラジ
オを鳴らすなど自分の存在が分かるようにし、十分注
意してください。

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 1 台まで（ウッドタウン・

荒川住宅は 2 台まで）
※荒川住宅は応募多数の場合、小学生以下の子がい

る世帯が優先されます。
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� 11 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が、ご承知ください。

〇抽選日
11 月 29 日（火）10：00　串木野庁舎 2 階会議室
11 月 29 日（火）14：00　市来庁舎　研修室

〇入居予定日� 12 月 6 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）　

住　宅　名 建設年度
募集戸数 構造・設備 単身入居

文京町団地
（串木野高校近く）

平成 5 年度
１戸

耐火 4 階建（4 階）・
3DK・水洗トイレ 不可

平成 6 年度
１戸

耐火 4 階建（2 階）・
4DK・水洗トイレ 不可

平成 6 年度
１戸

耐火 4 階建（1 階）・
2DK・水洗トイレ

可（60
歳以上）

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

平成 16 年度
1 戸

木造 2 階建・
3LDK・水洗トイレ 不可

荒川住宅
（荒川小学校近く）

平成 16 年度
１戸

木造平家建・
3LDK・水洗トイレ 不可

郷野原住宅
（串木野庁舎近く）

昭和 49 年度
１戸

耐火２階建・2DK・
水洗トイレ

可（60
歳以上）

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（2 階）・
3DK・水洗トイレ 不可

寝 室 居 間 廊 下 階 段

寝 室 台 所 廊 下

設 置

設 置 設 置

市営住宅入居者募集
都市計画課（☎ 21-5154）

住宅用火災警報器の設置はお済ですか
消防本部（☎ 32-0119）

狩猟期間について
農政課（☎33-5635）

5



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されて
いた方もご相談ください。
〇日　時� 12 月 13 日（火）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� 12 月 6 日（火）

※相談当日持参するもの
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・身分証明書（運転免許証、保険証、パスポート等）
※代理の場合、委任状と身分証明書が必要。

夫・パートナーからの暴力や職場等におけるセク
シュアル・ハラスメント、ストーカー行為、その他、
女性をめぐる人権問題でお困りの方は、ひとりで悩ま
ずにお電話ください。

　女性の人権ホットライン　☎ 0570-070-810�

※通話料がかかります。
〇実施日時� 11 月 14 日（月）～ 20 日（日）
 平日　　　　  8：30 ～ 19：00
 土 ･ 日曜日　10：00 ～ 17：00
〇相談員� �法務局職員及び人権擁護委員が相談に応

じ、秘密は厳守されます。
〇実施機関� 鹿児島地方法務局
� 鹿児島県人権擁護委員連合会
〇問合せ� 鹿児島地方法務局人権擁護課
 ☎ 099-259-0684

「税を考える週間」11月11日～17日
～税の役割と税務署の仕事～

税務課（☎ 33-5616）

（※ 1）　年齢は平成 29 年４月１日現在です。
（※ 2）　陸上自衛隊高等工科学校生徒は、自衛官ではありません。

※詳しくは、自衛隊鹿児島地方協力本部　薩摩川内出張所（☎ 22-2401）
または串木野庁舎市民課へお問い合わせください。

年金相談所を開設
市民課（☎33-5612）・市来庁舎市民課（☎ 21-5114）

平成28年度自衛官等募集案内
市民課（☎33-5612）

～お悩みの方はご相談ください～
全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
市民課（☎33-5612）・市来庁舎市民課（☎ 21-5114）

募集種目 応募資格（※ 1） 受付期間 試験期日・場所

陸上自衛隊
高等工科学校生徒

（男）
（※ 2）

一　般

15 歳以上
17 歳未満の方

11 月 1 日（火）
～平成 29 年 1 月 6 日（金）

平成 29 年 1 月 21 日（土）
（薩摩川内市役所５F）

推　薦 11 月 1 日（火）～ 12 月 2 日（金）

平成 29 年 1 月 7 日（土）
～ 9 日（月）までの間の
指定する 1 日
陸上自衛隊高等工科学校

（神奈川県横須賀市）

自衛官候補生 男　子 18 歳以上
27 歳未満の方

（第 2 次募集）
10 月 24 日（月）～ 11 月 30 日（水）

（第 3 次募集）
平成 29 年
1 月 10 日（火）～ 1 月 30 日（月）

（第４次募集）予定
平成 29 年
2 月 1 日（水）～ 2 月 17 日（金）

（第 5 次募集）予定
平成 29 年
2 月 20 日（月）～ 3 月 3 日（金）

12 月 10 日（土）
（国分駐屯地）
平成 29 年 2 月 5 日（日）

（国分駐屯地）

平成 29 年 2 月 25 日（土）
（国分駐屯地）

平成 29 年 3 月 11 日（土）
（国分駐屯地）
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市内居住者が市内で生産した農産物等を対象とし
た農産物品評会を開催します。

出品者には農業器具等の景品が当たる抽選会があ
りますので奮ってご出品ください。
〇農産物品評会出品搬入日時
　12 月 3 日（土）9：00 ～ 12：00
〇場　所� いちきアクアホール駐車場特設テント
〇表　彰� 市長賞、議長賞、ＪＡ賞など
※出品された農産物は、いちき串木野市農林技術協会
（技連会）で設定した価格で引き取り、12 月 4 日（日）
開催のフェスタ時に展示した後、即売します。

※出品規格及び要領は、農政課（串木野庁舎）、農政
課耕地分室係（市来庁舎）、さつま日置農協（市内
各支所等、北中部営農センター）、市来えびす市場、
季楽館にあります。

※申込期限は 11 月 21 日（月）迄です。
天候等により生育が良くない場合は、当日キャンセ
ルもできます。自作の農産物で出品できると思われ
る物は、なんでもお申込みください。

〇問合せ� 農政課農林係

「税を考える週間」11月11日～17日
～税の役割と税務署の仕事～

税務課（☎ 33-5616）

子ども達の英語力を向上させ、実践的コミュニケー
ション能力を育成することを目的に、英語暗唱・スピー
チ大会を実施します。どなたでもご覧いただけます。
〇参加者� 本市公立小・中学校の代表者
〇日程等� 11 月 22 日（火）
� 小学生の部　   9：45 ～ 11：25
� 中学生の部　14：00 ～ 16：10
〇場　所� いちきアクアホール
〇内容等�
　中学生の部　いちき串木野市や学校等の紹介、教科
　　　　　　　書の一部の暗唱
　小学生の部　いちき串木野市や学校等の紹介、授業
　　　　　　　で行った紙芝居や英語劇等

冠岳・生福地区の活性化及び観光振興を図る「かん
むりだけ山市物産展」が開催されます。
〇日　時 11 月 23 日（水・祝）勤労感謝の日
 9：00 ～ 15：30
〇場　所 冠岳花川砂防公園
〇内　容  物産展・長崎龍踊り・田中星児ミニコンサー

ト・柴燈護摩供養　冠嶽神社秋季例大祭等
〇駐車場（各駐車場からシャトルバス運行）

・第 1 駐車場（胡麻段）～串木野方面から～
・第 2 駐車場（宇都）～樋脇方面から～
・第 3 駐車場（多目的グラウンド東側）
・第 4 駐車場（　　　  〃  　　　南側）
・第 5 駐車場（環境センター西側）
※会場周辺の駐車場は大変混雑しますので、第 3・

4 駐車場（多目的グラウンド）、第 5 駐車場（環
境センター西側）に駐車して便利な無料シャトル
バスをご利用ください。

〇問合せ ☎ 32-3111

地元の生産者と交流し、食と農を楽しく学んで、秋
の思い出を作ってみませんか。
〇日　時� 11 月 27 日（日）9：00 ～ 15：00
〇集合場所� 市役所串木野庁舎正面玄関前
〇内　容� ・みかん収穫体験
� ・生産者との交流
� ・親子でクッキング
  （地元産の野菜で郷土料理作り・みかんジュース作り）
� ※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）
〇参加料� 1 人 1,000 円
〇用意する物� �汚れてもよい服装、帽子、タオル、飲み物、

エプロン、三角巾、バッグ（収穫物入れ）、
ビール空びん（1 人 1 本）

〇申込期限� 11 月 18 日（金）
〇申込み� 農政課
 生活研究グループ　会長　松下　☎・FAX　32-1155

9 月に行った集落点検・ワークショップとアンケー
トをもとに、鹿児島国際大学から今後の地域づくり
の提案等を受ける、第 2 回ふるさと水土里（みどり）
探検隊（羽島地区）を開催します。小学生以上ならど
なたでも参加できます。
〇日　時� 11 月 26 日（土）13：00 ～ 16：00
〇場　所� 羽島交流センター
〇内　容� �鹿児島国際大学による地域づくり提案・意見交換
〇参加料� 無料
〇申込期限� 11 月 18 日（金）
〇申込・問合せ　農政課

英語暗唱・スピーチ大会開催
学校教育課（☎ 21-5127）

わくわく体験「食
しょくのう

農楽
がく

バスツアー～味覚の秋編～」参加者募集
農政課（☎ 33-5635）

かんむりだけ山市物産展
観光交流課（☎ 33-5640）

第2回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）

～いちき串木野市ふれあいフェスタ～
農産物品評会出品者募集

農政課（☎ 33-5635）
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〇日　時� 12 月 4 日（日）9：00 スタート
〇場　所� 荒川交流センター前付近
〇対象者� 高校生以上
〇参加料� プレイのみ…2,000 円（昼食付）
� プレイ及び反省会…2,500 円（昼食付）

※クラブ・ボールは主催者で準備しますが、各自長
靴を持参してください。

※地元農産物即売コーナーもあります。
〇申込み� �荒川交流センター・まちづくり防災課・市

立図書館に備え付けの申込用紙に記入し、
11 月 25 日（金）までに申し込みください。

（FAX 可）
〇問合せ� 荒川交流センター　☎・FAX　32-8809

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。
〇日　時� 11 月 19 日（土）13：30 ～
〇場　所� 旭町中央通り商店街　まちなかサロン
〇観覧料� 無料
〇上映映画� ｢愛と死をみつめて｣
 吉永小百合主演の純愛ドラマ
〇問合せ� 中央地区まちづくり協議会
 丸田　☎ 32-3520

〇日　時� 12 月 11 日（日）17：00 ～ 20：20
〇場　所� 薩摩藩英国留学生記念館
〇内　容� �映画「長州ファイブ」上映、 五十嵐監督トー

クショー
〇料　金� �1,000 円（展示観覧・ポップコーン・ワン

ドリンク付き）
〇定　員� 先着 40 名
〇その他� �鹿児島中央駅および串木野駅から記念館ま

での送迎バス有
〇問合せ� �NPO 法人鹿児島いちき串木野観光物産

センター
 ☎ 32-5256

子どもたちによる、子どもたちのためのお祭り「第
19 回チルドレンフェスティバル」の開催にあわせ、
実行委員（運営スタッフ）と出演者を募集しています。

小学生・中学生・高校生等の皆さん、一緒にお祭り
を楽しみましょう！
〇日　時 12 月 18 日（日）９：00 ～ 15：30
〇場　所 市民文化センター
〇申込期限 11 月 25 日（金）

「税を考える週間」11月11日～17日
～税の役割と税務署の仕事～

税務課（☎ 33-5616）

「税を考える週間」11月11日～17日
～税の役割と税務署の仕事～

税務課（☎ 33-5616）

「第 7 回音楽のつどい」に出場する下記の 2 つを募
集します。締切は両方とも 12 月 9 日（金）です。
・日　時　平成 29 年 2 月 19 日（日）13：30 ～ 15：30
・場　所　市民文化センター
〇市民合唱団員の募集

“ 市民歌 ” “365 日の紙ひこうき ” を楽しく歌いませ
んか。
・参加費（当日弁当代含） 大人　　　   1,000 円
  大学生以下 　 500 円

〇絵本うた　親子参加募集
“ はらぺこあおむし ” 親子でいっしょに歌いませんか
※ 1 月から、土曜日の午後に練習があります。

〇応募・問合せ
川原純子　☎ 32-8146
携帯 090-5732-7009

PTA 会員相互の資質向上と PTA 活動の充実・発展
を目的に、鹿児島県 PTA 活動研究委嘱公開を次のと
おり開催します。

当日は、PTA 会員だけではなく、家庭教育に関心
のある方の参加もお待ちしています。
〇日　時 11 月 26 日（土）13：00 ～ 16：50
〇場　所 市民文化センター
〇内　容

・アトラクション（13：00 ～ 13：20）
　串木野小学校読み聞かせボランティアグループ
　「花さき山」
・講演（13：50 ～ 15：00）

 講師：有限会社菊陽食肉センター代表取締役
 　　　橋本　龍生　氏
 演題：「子どもの可能性を拡げる親力」

・研究発表（15：15 ～ 16：20）
 串木野中学校 PTA
 串木野小学校 PTA
 照島小学校 PTA

 研究主題

　ふるさとを愛し、夢と志をもち、心豊か
でたくましい子どもを育てる PTA 活動は
どうあればよいか。

第22回田園荒川ず’カップゴルフ大会
まちづくり防災課（☎ 33-5632）

「第7回音楽のつどい」参加者募集
社会教育課（☎ 21-5128）

薩長同盟150周年記念
映画「長州ファイブ」上映会�with�五十嵐�匠�監督

観光交流課（☎ 33-5640）

｢第5回なつかシネマ｣映画会の開催
水産商工課（☎ 33-5638）

鹿児島県PTA活動研究委嘱公開を開催します
社会教育課（☎ 21-5128）

「チルドレンフェスティバル」の
実行委員と出演者を募集しています

社会教育課（☎ 21-5128）
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鉱山跡を活用した観光振興策や史跡整備、金山の研
究発表など、鉱山を地元に持つ各市町の意見交換を行
います。金山に興味のある方は、誰でも参加できます
ので、ぜひご来場ください。参加は無料です。
〇日　時　11 月 18 日（金）13：00 ～ 17：00
〇場　所　いちきアクアホール多目的室

　　　　※ 会場の都合上、満席になり次第、受付終
了させていただきます。

〇内　容
・講演：鹿児島大学名誉教授新田栄治氏
・ 事例発表：いちき串木野市、さつま町、霧島市、

　　　　　南九州市など
・意見交換

市地区対抗駅伝競走大会を開催します。地区代表選
手が力走します。皆様のご声援をよろしくお願いします。
〇日　時　11 月 27 日（日）9：00 ～ 11：00（予定）
　　　　　小雨決行・荒天中止
〇場　所　公設卸売市場及び新港周回コース
〇競技時刻　【スタート】9：45　
　　　　　　【ゴール】10：40（予定）

【お願い】
当日は会場周辺の交通混雑が予想されます。市民の

皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

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　11 月 25 日（金）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。必要な方は申し込み時にお知らせください。

第1回鹿児島県金山交流会の開催
社会教育課（☎ 21-5128）

第11回市地区対抗駅伝競走大会開催
市民スポーツ課（☎ 21-5129）

「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）

いちき串木野市地区対抗
駅伝競走大会コース図
周回コース（2.7㎞）
公設市場～中継所（1.7㎞）
中継所～公設市場（1.0㎞）

中継点（白線）

公園串木野新港
旅客待合所

駐車場入口
公園

園
公

新
港
大
橋

公設地方
卸売市場

荷物テント

WC

中継所（1㎞スタート）

1.7㎞
スタート・ゴール

公設市場勘場蒲鉾

入口 入口
荷物

白線

ゴール

スタート・中継所

Ｐ

講 座 名 期　日 時　間 定員 回数 講 座 内 容（用意するもの）

風呂敷包み 12/6（火）
9：30 ～
11：30

15 名 1 回
いろいろな形の物の包み方や結ぶだけの
簡単バッグの作り方を学びます。（風呂敷）

おせち料理 12/7（水）
9：30 ～
11：30

30 名 1 回
定番ではないちょっと豪華なおせち料理を
作ります。（三角巾・エプロン・700 円程度）

お正月リース 12/8（木）
10：00 ～

12：00
15 名 1 回

枯れない花プリザーブドフラワーを使って
お正月飾りを作ります。（2,800 円）
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「健康な人づくりで豊かな郷土を築こう」をスロー
ガンに、誰もがすこやかで生きがいを持っていきいき
と暮らせる長寿社会を目指して、「元気いきいきフェ
スタ 2016」を開催します。
〇日　時� 11 月 22 日（火）10：00 ～ 14：30
〇場　所� 市民文化センター
〇内　容

10：00  オープニングセレモニー（市来保育園児）
  表彰式（福祉功労者、8020 運動等）
11：30 高齢者クラブ会員による唄・踊り
   健康づくり運動普及推進員による「健康体

操の実演」　
13：00  ころばん体操グループによる自慢発表等

〇強盗殺人事件（鹿児島市田上台）
・平成 12 年 9 月 16 日～ 17 日発生
・鹿児島市田上台で一人暮らしの荒木スミエさん

（当時 73 歳）が無念の死を遂げました。
・最高 400 万円の懸賞金があります。
・連絡先　鹿児島西警察署　☎ 099-285-0110
〇強盗殺人事件（阿久根市大川）

・平成 9 年 8 月 1 日発生
・阿久根市大川に妻と二人暮らしの下薗功さん（当

時 63 歳）が無念の死を遂げました。
・犯人は 2 人組の男
・連絡先　阿久根警察署　☎ 0996-73-0110

〇日　時� 11 月 20 日（日）8：30 開会
〇場　所� いちき串木野市庭球場
〇競技方法� 個人戦のみ（一般の部、女子の部）
〇参加資格� �市内に居住または勤務・在学する中学生

以上（市ソフトテニス Jr. は可）もしく
は主催者からの案内チームに限る

〇参加料� 1 ペア 1,000 円（中学生以下 600 円）
〇申込期限� �11 月 11 日（金）までに市ソフトテニ

ス連盟へ
 （議会事務局　石元）☎ 33-5648

〇日　時� 12 月 4 日（日）9：00 開会式
〇場　所� Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
 串木野体育センター
〇参加資格

・市内に住民登録がある小学 4 年生以上の男女。
・男性は 2 人まで出場を認める（50 歳以上 1 人・

50 歳以下 1 人）。
・チーム編成困難な公民館は、同一地区内の大会に

出場しない公民館から補充することができる。
〇申込方法  11 月 20 日（日）17：00 までにＢ＆Ｇ

海洋センター体育館へ申し込んでくださ
い。

〇抽選日 12 月 4 日（日）8：30 ～
 （B ＆ G 海洋センター会議室）
〇参加料 １チーム　1,000 円（大会当日納入）
〇問合せ Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
 指定管理者　㈱日本水泳振興会
 ☎ 32-8994

放送大学では、平成 29 年度第１学期（4 月入学）
の学生を募集しています。

放送大学はテレビ等の放送やインターネットを利
用して授業を行う通信制の大学です。心理学・福祉・
経済・歴史・文学・自然科学など、幅広い分野を学べ
ます。
〇出願期間　第 1 回　2 月 28 日（火）まで
　　　　　　第 2 回　3 月 20 日（月）まで
〇資料請求

放送大学鹿児島学習センター　☎ 099-239-3811
または放送大学ホームページ

宅地建物取引無料相談会
宅地や建物の様々な問題や疑問に弁護士や土

地家屋調査士などの各専門士が相談に応じます。
予約は不要で相談は無料です。
〇日　時� 11 月 14 日（月）
 10：00 ～ 15：00
〇場　所 日置市中央公民館
  日置市伊集院町郡 1-100
 ☎ 099-273-1919
〇相談内容  宅地建物取引、相続、贈与、税金、

登記など
〇相談員  弁護士、税理士、土地家屋調査士、

司法書士
〇問合せ 鹿児島県土木部建築課
 担当　榮　☎ 099-286-3707

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

「元気いきいきフェスタ2016（保健福祉大会）」を開催
福祉課（☎ 33-5619）

第42回シーサイドソフトテニス大会
市民スポーツ課（☎ 21-5129）

放送大学４月生募集
社会教育課（☎ 21-5128）

第29回B＆G杯公民館対抗ミニバレーボール大会
市民スポーツ課（☎ 21-5129）

未解決事件の捜査にご協力を
まちづくり防災課（☎ 33-5631）
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