
薩摩藩英国留学生記念館
（☎35-1865）れいめいの風

★★★ みんなでつくろう　安全安心の街 ★★★

～毎月11日は「地域安全推進の日」～

●薩摩藩英国留学生記念館ホームページ

「渡航辞令書と帰朝付指示書」

令和４年４月号
まちづくり防災課
（☎33-5631）

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

展示
資料紹介
vol.2

　今回は、薩摩スチューデントの一人、田中静洲（後に兵庫県生野銀山初代局長になった、朝倉盛明）
に出された２種類の辞令書をご紹介します。まず一つは、元治２年正月18日（1865年２月13日）に、薩
摩藩家老、桂右衛門より出された「渡航辞令書（写真上）」です。
　この辞令書は、英国留学生派遣の藩命を意味するものでしたが、
当時は幕府の許可無しに海外に渡航することは禁止されていたた
め、目的は「甑島と奄美大島の調査」とカモフラージュされた内容が
記載されています。他の留学生達も同様の辞令書を受け取ってお
り、辞令の２日後の正月20日には城下を出発し、旅立ちの地、羽島�
に向かいました。藩の未来を担い、未知なる世界へ旅立たなければ
ならなかった若者達の心情は、如何ばかりだったことでしょう。
　二つ目は慶応３年（1867年）、英国から帰着した田中に出された「帰朝付指図書（写真下）」です。家老
の新納より薩摩藩の開成所の語学教官に復帰するにあたっ
て給料に関する達しが書かれたものです。留学生達が旅立っ
た翌年に海外渡航禁止令が解かれたため、指図書には堂々
と「洋行させた」と書かれています。
　身の危険を冒し、海外へ行くことを隠さなくてはならな
かった時代から、わずか１年の間に世の中の情勢が大きく
変わったことが対比的にわかる貴重な資料です。 記念館スタッフ　峯元　雅代

地域安全モニターが新たに委嘱されました！

小学校新１年生に防犯グッズを贈呈！

　地域安全モニターの任期満了に伴い、本年度から２か年の任期で29名の方々が委嘱されました。
　地域安全モニターは、地域住民の身近なところで発生する事件・事故等の被害防止活動に努め、住民
の方々からの情報や要望・相談等を警察署等関係機関・団体への申し入れなどを行い、安全で安心な住
みよいまちづくりのための活動を行います。

地域の声をモニターさんへお届けください。ご協力をお願いします。
●地域安全モニター（敬称略）※再任　◎新任

　私立、支援学校を含む市内全小学校の新入学児童約220名に、登下校時等の不
審者による連れ去りや、誘拐などの犯罪防止に必要な行動「いかのおすし」が記さ
れているクリアファイルを防犯協会から贈呈しました。
　希望に胸ふくらませ、元気いっぱいに登下校する新１年生を、保護者はもとよ
り、地域ぐるみで見守るとともに声かけをお願いします。 「いかのおすし」

クリアファイル

担当交番 氏　　名 担当交番 氏　　名 担当交番・駐在所 担当交番・駐在所 担当駐在所 氏　　名
駅　　前 ※坂口　幸一 駅　　前 ※濵田　明夫 駅　　前 ※松下　　泉 市　　来 ※濵田　　尚

〃 ※堀江眞知子 〃 ※塚田　重久 羽　　島 ※松嵜　幹夫 〃 ※本田　和幸
〃 ※島津　知道 〃 ※西　久美子 〃 ※繁田　耕一 〃 ※中池　鉄矢
〃 ※安藤　義明 〃 ※中村　康宣 〃 ※萩元　惟士 〃 ※内田　王騎
〃 ※岩崎　裕孝 〃 ※中島　吉朗 〃 ※新村　政廣 〃 ※坊野　貴之
〃 ※木村　和博 〃 ※楮山三千利 〃 ※塰泊　昭子 総　代：石神斉也

副総代：坂口幸一（班長兼務）
班　長：木村和博・松嵜幹夫・
　　　　濵田　尚

〃 ◎大竹　智子 〃 ※久木山三郎 市　　来 ※石神　斉也
〃 ※平石　玉恵 〃 ◎松田　和久 〃 ※宇都　栄一
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本ひより本ひより
～みつけよう。私だけの一冊～

巡回日 ステーション 到着時間

10日 （火）

旧平江公民館東
浜町市場通り会無料駐車場
浜ケ城（旧南商店隣）
塩田団地

13：55
14：30
15：05
15：50

11日 （水）
ウッドタウン
八久保公園（麓）
酔之尾東団地

13：40
14：20
14：55

12日 （木）
中組集落センター
迫公民館
川南交流センター

13：55
14：30
15：10

13日 （金） ひばりが丘団地 14：15

26日 （木）
県営橋ノ口住宅
県営市来住宅
市来駅前

13：40
14：15
14：50

◆５月のおはなし会
　�本館
　　28日（土）　15：00～（30分程）
　　ひよこ絵本　１日（日）　11：00～（20～30分程）
　　　　　　　　（乳幼児向けおはなし会）
　�市来分館
　　7日、21日（土）　11：00～（30分程）

◆春のスペシャルおはなし会
○○日時　5月14日（土）　15：00～（１時間程度）
○○場所　市立図書館　本館
○○内容　 図書館スタッフによる絵本の読み聞かせ、
　　　　パネルシアターなど
○○定員　30名程度、図書館窓口でお申し込みください

市立図書館
【開館時間】
　火曜日～金曜日　　　　　　　　　　　　　 9：00～19：00
　土・日・第三日曜日の翌月曜日　9：00～17：00
　串木野本館 ☎33-3755／市来分館 ☎24-8112

一般図書
【本館】

　  『お寺の掲示板
　　  諸法無我』

江田　智昭 / 著
新潮社

　「ボーッと生きてもいい
んだよ」「隣のレジは早い」
など、お寺の門前に掲げら
れた傑作標語をセレクト。
人間の本性を鋭くあぶり出
すものから、善く生きるた
めの指針となるものまで、
ありがたい言葉のオンパ
レード。

児童図書
【本館】

『旅の絵本Ⅹ』

安野　光雅 / 著
福音館書店

　旅の楽しさを描く「旅の
絵本」の10冊目。
　旅人はオランダにやって
きました。運河の流れる街
をゆき、チーズ市を見て、
たくさんの風車がある場所
を訪れ、チューリップが咲
く公園へ……。オランダな
らではの美しい風景を堪能
できます。

一般図書
【分館】

『老後とピアノ』

稲垣えみ子 / 著
ポプラ社

　朝日新聞を退職し、50
歳を過ぎて始めたのは、ピ
アノ。人生後半戦、ずっと
やりたくても、できなかっ
たことをやってみる。他人
の評価はどうでもいい。エ
ゴを捨て、自分を信じ、
「いま」を楽しむことの幸せ
を、ピアノは教えてくれた。
老後を朗らかに生きていく
エッセイ集。

児童図書
【分館】

『じゅうじゅうじゅう』

あずみ虫 / 作
福音館書店

　卵をパカッ。「じゅう�
じゅう�じゅう」とフライパ
ンで焼いて、「やけた�やけ
た」。目玉焼きのできあが
り。ソーセージ、にんじん
も「じゅう�じゅう�じゅう」
と焼きます。
　グラフィカルなフライパ
ンの造形が魅力的な、おい
しそうな食べ物絵本です。

◆５月の移動図書館車巡回日程
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お知らせ版お知らせ版
　事務事業の見直しに伴い、令和４年４月から次の事業について内容等を変更しました。
●長寿祝金支給事業
　毎年９月１日現在の年齢で対象となる本市在住の方へ長寿祝金を支給します。
　対象となる方には直接通知します。

　※年度内に満 100 歳になる方には、これまでどおり祝金等を支給します。。

●在宅寝たきり等介護手当支給事業
　�寝たきり高齢者及び重度認知症者を在宅で３か月以上引き続き介護している方に、介護手当を月額
10,000 円支給します。

　※ショートステイ等の入退所日は在宅とみなします。

●高齢者等住宅改造推進事業
　�介護保険の要介護認定をもつ高齢者等がいる世帯で、手すりの設置または段差解消など住宅改造に必要
な経費を助成します。

●問合せ　長寿介護課　☎ 33-5643

内容 変更前 変更後

支給要件 在宅で介護している介護者に手当支給 月の半分以上在宅で介護している介護者に手当
支給

内容 変更前 変更後

助成額 対象となる経費の３分の１または
266,000円のどちらか少ない額

対象となる経費の30％または15万円
のどちらか少ない額

高齢者福祉サービス事業の見直し高齢者福祉サービス事業が変更になりました

支給対象者 変更前
（令和３年度まで）

変更後
（令和４年度から）

満80歳 5,000円 廃止

満88歳 5,000円 10,000円

満90歳 5,000円 廃止

満95歳 5,000円 廃止

満100歳以上 10,000円 廃止

変更前 変更後

記念写真対象年齢 満90歳 満88歳

※�満 88 歳の方へ記念写真を贈呈しま
す。また、今年度は令和４年９月１
日現在で満 89歳及び満 90歳の方へ
記念写真のみ贈呈します。

調査員がお伺いします
県統計課☎

■ 調査概要　就業・不就業の実態や就業者の労働時間、休業の状況等を把握する調査です。

調査結果から、「就業者数」や「完全失業率」が公表され、雇用失業問題等の研究に活用されます。
対象となった世帯へ調査員がお伺いしますので、ご回答をお願いします。

■ 調査時期　Ｒ４.５～８月
労働力調査の結果は、「持続可能な開発目標（SDGs）」達成に向けた
日本の取組の現状を確認するためにも活用されます。
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●特定健診とは
　�　私たちの健康をおびやかす、心臓病、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病は、自覚症状がないまま進行す
ることが多く、異常に気付くためには毎年の健康診査が欠かせません。また、毎年の検査結果の変化を見
ることで、異常が出る前の段階で予防に取り組むことができます。
　　健康づくりのスタートに健康診査を受診し、生活習慣の見直しに役立てましょう。
●対　象　者　特定検診：40～ 74歳の市国民健康保険加入者
　　　　　　長寿検診：後期高齢者医療制度加入者　（75歳以上）
●期　　間　５月～ 10月（費用は無料です）
●健診の流れ
　①対象者に市役所から受診券が届きます。
　・長寿健診の受診券は、75歳から 80歳の方全員と 81歳以上の前年度受診者のみ送付されます。
　・81歳以上で昨年度未受診で受診希望の方は、健康増進課へご連絡ください。
　②健診を医療機関に申し込み、受診します。
　・健診を受けられるのは市と契約している市内の医療機関です。
　・身体計測や血液検査など、メタボリックシンドロームに関わりの深い項目を中心に検査を受けます。
　③検査結果及び保健指導
　・受診後 1～ 2か月後に結果通知書が送付されます。結果によっては、訪問等することがあります。
　・メタボリックシンドロームのリスクがある方は保健指導を受ける必要があります。
　※健診について詳しくは、受診券と同封の書類からご確認ください。
　※人間ドックを受診する方、情報提供票を提出する方（75歳未満）は、受診の必要はありません。
●問　合　せ　健康増進課　☎ 33-5613

高齢者福祉サービス事業の見直し令和４年度の特定健診・長寿健診が始まります

　歌って見つめて語りかける「わらべうたベビー
マッサージ」で親子のスキンシップをとり、赤ちゃ
んの免疫力をアップ。ママは体を動かして産後のエ
クササイズでリフレッシュ ! 親子の絆を深め、心身
の発達を促し、楽しい子育てを応援します !
●日　　時　５月 24日（火））　9：45～ 12：00
●場　　所　健康増進センター　２階和室
●対　象　者　生後 2か月～ 10か月児とその母親
●講　　師　わらべうたベビーマッサージ認定講師
　　　　　　小島　美幸氏
●参　加　料　無料
●持ってくる物　バスタオル・飲み物
●託　　児　あり（要予約、飲み物持参）
●申込期限　５月 21日（土）
●申込・問合せ
　さわやか子育て支援センター
　（太陽福祉会　太陽保育園内）　☎33-0192

　命ある動物を殺傷したり、苦しめることのないよ
うにしなくてはなりません。
　みだりに動物を捨てる、傷つける、餌や水を与え
ないなどの行為は、動物虐待になり、「動物の愛護
及び管理に関する法律」により厳しく処罰されます。
　小さくても動物には命があります。不幸な動物が
増えないよう、飼い主は責任と愛情を持って終生大
切に飼養しましょう。
●問合せ　市民生活課　☎ 33-5614

　釣りをするときは、港などで立入禁止のある場所
へは立ち入らないようにしましょう。また、漁業者
や港で仕事をしている人の迷惑にならないように
し、ゴミは持ち帰るようにしましょう。
●問合せ　水産商工課　☎33-5637

ベビーマッサージ＆
産後シェイプアップ体操教室開催 動物は大切に飼いましょう

釣りの時にはご注意を！

調査員がお伺いします
県統計課☎

■ 調査概要　就業・不就業の実態や就業者の労働時間、休業の状況等を把握する調査です。

調査結果から、「就業者数」や「完全失業率」が公表され、雇用失業問題等の研究に活用されます。
対象となった世帯へ調査員がお伺いしますので、ご回答をお願いします。

■ 調査時期　Ｒ４.５～８月
労働力調査の結果は、「持続可能な開発目標（SDGs）」達成に向けた
日本の取組の現状を確認するためにも活用されます。
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　日常的に困りごとを抱えた方々を対象に食料品支
援を実施します。あわせて市民の皆様からの食料品
の寄付を募集します。
●食料品支援
・支援日時　５月10日（火）、11日（水）
　　　　　　�9：00～17：00
※日時の都合が悪い場合は、相談に応じます。
・配付食料品（予定）　米、カップ麺、缶詰等　
・対　象　者　様々な事情でお困りの方（先着80名）
・場　　所　串木野高齢者福祉センター
・申込方法　�食料品準備の都合上、５月６日（金）ま

でに社会福祉協議会に電話で申し込ん
でください。

・配付方法　�社会福祉協議会窓口で直接配付します。
ただし、お体の不自由な方等の場合は
医療福祉等の関係者の方々が代理で受
け取り可能ですので申し込みの際にお
伝えください。

※�配付する食料品の一部は皆様からいただいた共同
募金から購入しています。

●食料品寄付の募集
・募集する食料品　�上記の配付食料品等（予定）の食

料品で常温保存ができ、賞味期
限が５月17日以降の食料品。た
だし、保存方法等や量によって
は受け取れない場合がありま
す。

・募集期日　�５月６日（金）までに社会福祉協議会へ
持参ください。

●問合せ　社会福祉協議会　☎32-3183
�

年金相談所を開設

　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。
●日　　時　５月19日（木）　９：30～15：30
●場　　所　串木野庁舎　地下大会議室
●相　談　員　川内年金事務所職員
●申込期限　５月12日（木）
●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
●申込・問合せ　市民生活課　　　☎33-5612
　　　　　　　　市来庁舎市民課　☎21-5111

慰霊巡拝参加者希望遺族の募集

●実施地域、時期

※�実施時期等は相手国の都合で変更することがあり
ます。また、今後の新型コロナウイルスの感染状
況を踏まえ、実施地域によっては慰霊巡拝を中止
する可能性があります。

●参加費用（実費、目安）
・海外地域の場合　おおよそ200,000円～350,000円
・硫黄島の場合　おおよそ20,000円～30,000円
●問合せ　県社会福祉課　☎�099-286-2840

市立地適正化計画に対する
パブリックコメントの実施

　パブリックコメントを実施します。詳細は、市
ホームページをご覧ください。
●提出方法
　�住所、氏名、意見を記入し、都市建設課へ持参、
郵送、FAX、メールのいずれかで提出してくださ
い。寄せられた意見に対する個別回答は行いませ
ん。また、意見は個人情報を除き公開されます。

●実施期間　４月20日（水）～５月10日（火）
●閲覧場所
　都市建設課
　都市建設課土木総合窓口係（串木野庁舎）
　市ホームページ
　（右の二次元コードから）
●提出・問合せ
　都市建設課　☎21-5153　FAX21-5192
　メール：tokei1@city.ichikikushikino.lg.jp

食料品支援のお知らせと食料品寄付の募集

実施地域名 実施予定時期 申込日
カザフスタン共和国 ８/23～９/3 ５/ ６
中国東北地方
（旧満州地区全域） ８/31～９/９ ５/13

インドネシア ９/６～９/14 ５/ ６
東部ニューギニア ９/10～９/17 ５/ ６
イルクーツク州・
ブリヤート共和国 ９/12～９/23 ５/27

ハバロフスク地方・
ユダヤ自治州 ９/12～９/23 ５/27

ビスマーク諸島 10/ ８～10/1５ ６/３
インド 10/20～10/26 ６/10
トラック諸島 10/21～10/26 ６/14
ミャンマー 11/10～11/1８ 6/15
フィリピン（１班） ２/16～２/23 ９/ ７
フィリピン（２班） ２/16～２/23 ９/ ７
フィリピン（３班） ２/16～２/23 ９/ ７
硫黄島（１次） 11月中旬 未定
硫黄島（２次） ３月上旬 未定

28



　令和４年度より国民健康保険税の税率を、次の通り改正します。
　また、未就学児に対する医療分及び支援分の均等割額の軽減措置を導入します。
●税率表
　●基礎賦課額【医療分】

　※上限額は63万円から65万円に引き上げ
　●後期高齢者支援金賦課額【支援分】

　※上限額は19万円から20万円に引き上げ
　●介護納付金賦課額【介護分】

　※上限額は17万円
●未就学児の均等割額の軽減措置
　子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児に対する医療分及び支援分の均等割額を５割軽減します。

　≪軽減イメージ≫

●問合せ　税務課　☎33-5616

国民健康保険税　税率等の改正

軽減対象世帯

新たな公費による軽減部分

← ←→ →

７割軽減

8.5割
7.5割

６割
５割

５割軽減
２割軽減従

来
分
の
軽
減
分

軽減なし世帯

（1.5割）
（2.5割）

（４割）
（５割）

区分 改正前 改正後 増減
所得割額 12.62％ 12.50％ △0.12％
均等割額 29,800円 27,800円 △2,000円
平等割額 28,700円 26,000円 △2,700円

区分 改正前 改正後 増減
所得割額 2.54％ 2.54％ ―
均等割額 7,100円 6,100円 △1,000円
平等割額 5,400円 5,000円 △400円

区分 改正前 改正後 増減
所得割額 2.52％ 2.52％ ―
均等割額 8,100円 7,200円 △900円
平等割額 4,800円 4,200円 △600円

　５月から７月頃にかけて、鮮やかな黄色の花をつけるオオキンケイギク。道端や河原などで見かけますが、
自宅の庭や花壇に植えてはいけません。
　オオキンケイギクは、あまりの強靭さのために在来の野草を駆逐し、日本の生態系に重大な影響を及ぼす
恐れがある植物として、外来生物法による「特定外来生物」に指定され、栽培、運搬、販売、野外に放つこと
などが禁止されています。
●オオキンケイギクを処理するときの注意
　オオキンケイギクが庭などに生えているのを見かけたら駆除しま
しょう。生きたまま移動させる、保管するなどの行為は禁止されてい
ます。
　処理する際には、根から引き抜いたものを２～３日天日にさらして枯死させる等した後で、燃えるごみ袋
に入れて処分してください。
　場所によっては除草剤による駆除も効果的です。
　拡げないようにするためには、種子をつける前に駆除することが望まれます。
●問合せ　市民生活課　☎33-5614

オオキンケイギクは「特定外来生物」です
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　平成29年３月に策定した今後の公共施設等（道路や橋梁などのインフラ施設を含む）の管理運営の方向性

や方針、取組等を定めた「いちき串木野市公共施設等総合管理計画」について、国からの要請により、令和

３年３月に策定した「いちき串木野市第１期建物系個別施設計画」に基づき見直しを行いました。今後の少

子高齢化の進行、人口減少による財源不足に対応するため、これらの計画により、公共施設等の統廃合な

ど計画的な管理を行います。

　計画の詳しい内容は、右の二次元コードから市ホームページをご覧ください。また、経営改革課と市来

庁舎市民課でも見ることができます。

●問合せ　経営改革課　　　☎33-5630
　　　　　市来庁舎市民課　☎21-5111

　毎年5月12日は「民生委員・児童委員の日」です。民生委員は地域住民の身近な相談相手・見守り役とし
て地域の安全・安心のために活動しています。
　民生委員は、民生委員法に基づき厚生労働大臣の委嘱を受けて活動する非常勤の地方公務員で、それぞ
れの地域で住民の相談に応じた援助等の活動を行い、児童委員も兼ねています。
　５月は活動強化月間として児童生徒へのあいさつ運動や児童のいる家庭への訪問などを行います。

こんな活動をしています！

※民生委員・児童委員は秘密を守る義務がありますので、安心してご相談ください。
●問合せ　福祉課　☎33-5619

高齢者福祉サービス事業の見直し

高齢者福祉サービス事業の見直し

公共施設等総合管理計画の見直しを行いました

5月は『民生委員 ･ 児童委員の日』活動強化月間です

将来の更新費用
　本市の公共施設等は、約５割が築30
年を経過するなど老朽化が進み、今後、
昭和40年・50年代に整備された施設等
が建替え・改修時期を迎えてきます。
現状のまま、施設の建替え・改修を行っ
た場合、年間予算で約15億円の不足が
見込まれるため、全ての施設を維持・
更新していくことは困難です。

高齢者の一人
暮らしが心配 

介護サービスを受
けたいけどどうす

ればいい？ 子どもの不登校
を相談したい 

近所の子ども
が虐待されて

いるかも 
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　市内では、公民館講座から自立された、たくさんのグループが自主講座として活動されています。
生活の充実や健康増進に、皆さんの参加をお待ちしています！
●自主講座

令和４年度　生涯学習講座（自主講座）のご案内

※別途材料費等が必要な講座があります。また、会場・予定日等は変更になることがあります。
●申込方法　�①�このページの受講希望申込書を切り取り、社会教育課、中央公民館、いちきアクアホール

へ５月９日（月）までに提出してください。FAXでも申し込みができます。
　　　　　　②�受講希望申込書を社会教育課で取りまとめ、各講座の責任者にお渡しします。その後の加

入手続等は、各講座から連絡があります。
●問  合  せ　社会教育課　☎21-5128　FAX�36-5044　〒899-2192　湊町1丁目1番地

受講希望申込書��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX 番号�36-5044

氏
フリ

　　　　　名
ガナ

�住　　　　所 公民館 年　齢 電話番号

�〒

いちき串木野市

受�講�希�望�講�座

講座名（講座生の方から） 受講料 開講場所 開講予定日 時　間

大人のケンハモ教室
（鍵盤ハーモニカ＝健ハモ♪で気軽に音楽を楽しみませんか？）

1,000円／月
（別途教則本購入あり）市来地域公民館 毎月１回（第３日曜）10：00～11：30

市来コーラス（女性コーラスで一緒に合唱を楽しみましょう） 3,000円／月 市来地域公民館 毎月４回（毎週水曜） 9：30～12：30

鹿児島弁学習研究会（かごしま弁について学び生活に生かします） 100円／回 中央公民館 毎月１回（第２土曜）14：00～16：00

串木野古文書会（明治日記の知らないことを皆で楽しく学ぶ） 2,000円／年 中央公民館 毎月１回（第２土曜）10：00～12：00

コーラスはまゆう
（女性・男性問わず楽しく歌いましょう）

2,000円／月
（別途本購入あり）市来地域公民館 毎月２回（水曜） 13：30～15：30

古文書に親しもう（古文書解読から史跡見学まで学びます） 6,000円／年 市来地域公民館 毎月１回（第３土曜）10：00～12：00

茶道講座（日本の伝統文化を気軽に一緒に楽しみませんか） 1,500円／月 市来地域公民館 毎月２回（第１･３火曜）13：30～16：30

女声合唱団コールあじさい（楽しく合唱の練習をしています） 2,000円／月 市来地域公民館 毎月３回（第１･２･３火曜） 9：30～11：30

ZUMBA サークル BAILA（ダンスフィットネスで一緒に汗を流しませんか？） 500円／回 上名交流センター 毎月４回（毎週火曜）19：30～20：30

渚ハーモニカクラブ（ハーモニカを一緒に楽しみましょう） 500円／月 市来地域公民館 毎月２回（第２・４土曜） 9：30～12：00

パッチワーク「織布」
（基本から応用までそれぞれ楽しく学べます）

1,000円／回
（別途材料費あり）市来地域公民館 毎月１回（第４水曜）13：00～16：00

盆栽同好会（人生を楽しく豊かにする趣味として盆栽をしませんか） 2,000円／年 薩摩金山蔵 毎月２回（第２･４日曜） 9：00～12：00

心をうたおういちき串木野短歌会
（一緒に楽しみましょう） 10,000円／年 中央公民館・

照島交流センター 毎月１回（第４土曜） 9：30～12：00

エンジョイ　フィットネス「ズンバ」
（楽しい音楽で体を動かし身も心もすっきり！） 2,500円／月 市来地域公民館 毎月８回

（毎週月・金曜）
（月）10：30～11：30
（金）20：00～21：00

レクリエーションダンス（音楽に合わせて体を動かしましょう） 2,000円／月 いちきアクアホール 毎月４回（毎週火曜）20：00～22：00

ベネチアンガラス（楽しみながら作品づくりをしましょう） 2,700円／月 中央公民館 毎月１回（第１月曜）10：30～12：00

切り絵講座
（アートナイフを使って、切り絵の作品作りを楽しみましょう）

1,000円／回
（別途材料費あり） 中央公民館 毎月１回（第1水曜）19：00～20：30

（切り取り線）
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いちき串木野市消費生活センター
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人 口 の 動 き

　相談はいっさい無料です。お気軽にご相談くださ
い。秘密は厳守されます。相談する方はマスクの着
用をお願いします。

※�『法律相談』を希望する方は社会福祉協議会に予約
してください。（定員６名）
　その他の相談は、当日会場で受け付けます。
●問  合  せ　社会福祉協議会　☎32-3183

※納期限内の納付にご協力ください。
　今月の口座振替日は、４月25日です。口座振替の
方は、預金残高の確認をお願いします。
　なお、税務課、市来庁舎市民課窓口で、金融機関
（鹿児島銀行、ゆうちょ銀行、南日本銀行、鹿児島
相互信用金庫、鹿児島信用金庫）のキャッシュカー
ドがあれば口座振替の申込手続きが簡単にできる
ペイジー口座振替受付ができますのでご利用くださ
い。
　また、その他の口座振替の手続きは、お近くの金
融機関に納付書・通帳・届出印を持参のうえ、お手
続きください。

納税で　未来のわたし　幸せ保障
（令和３年度「税に関する標語入賞作品」より）

●問  合  せ　税務課　☎33-5615

５月の心配ごと相談

☆むし歯０
ゼロ

おめでとう☆
（５歳児歯科検診結果）

　３月の５歳児歯科検診において、むし歯が
なかったお子さんをご紹介します。

	有
あり　ま

馬　輝
ひかる

さん　　　　溜
ため

池
いけ

　蔵
くら　ま

真さん
	神
かみ　むら

村　咲
さく　ら

楽さん　　　西
にし

　ひなさん
	神
かみ　むら

村　直
なお

さん　　　　萩
はぎ　もと

元　徠
らい　と

人	さん
	川
かわ　ぐち

口　亜
あ　ず

寿さん　　　松
まつ　だ

田　凉
りょう　ま

真さん
	木
き　はら

原　太
た　いち

一さん　　　森
もり

　聡
そう　ま

馬さん
	塩
しお　や

屋　こころさん　　森
もり　た

田　俐
り　も

萌さん
	須
す　の　せ

納瀬　渉
わたる

さん
　市では、乳幼児のむし歯予防に地域全体で取
り組んでいます。皆さんも、５歳児歯科検診で
むし歯０

ゼ ロ

を目指しましょう！
☆�かかりつけの歯科医院をつくって、家族み
んなで歯の健康づくりに取り組みましょう。

　�●問 合 せ　健康増進センター　☎33-3450

令和４年３月末 前月比
総人口 26,557人 -215人

男 12,465人 -113人

女 14,092人 -102人

世帯数 13,054世帯 -39世帯

お　く　や　み（３月届出分）

故　人 年齢 住所または 
公 民 館 喪主または届出人

上醉尾　英子 95 八房 上醉尾　哲三

五島　重一 81 崎下手 五島　ハルミ

平野　芳子 85 平江 平野　誠一

上新　清美 73 岳釜 上新　明美

下迫田　芳子 90 別府 田代　敦美

西谷　香 65 麓 西谷　誠

小瀬　千鶴子 84 新生町 小瀬　精一

今尾　光男 87 木屋 今尾　美代子

濵田　シヅノ 96 大里 濵田　学

岩下　ヒデ 96 住吉町 岩下　順一

室屋　亜生 82 平江 室屋　イツ子

（届出人が同意された方を掲載してあります）

相�談�場�所
及　び
相�談�時�間

相談種別
相　談　日

相談員6日 13日 20日 27日
金曜日

串木野高齢者
福祉センター
�☎32-3183
9:00 ～ 12:00

生活・福祉
児 童 相 談 ○ ○ ○ ○ 心配ごと

相 談 員
年金・保険
交通事故相談 ○ − ○ ○ 社会保険

労 務 士
財 産 ・
登 記 相 談 ○ − ○ ○ 司法書士�

行政書士
税 金 ・
経 営 相 談 − ○ − − 税 理 士

※法律相談 − ○ − − 弁 護 士

市来高齢者
福祉センター
�☎36-4558
10:00～12:00

生 活 ・
福 祉 相 談

10日 17日 24日 −
心配ごと
相 談 員火曜日 −

○ ○ ○ −

国民健康保険税　　　　　第１期
介護保険料　　　　　　　第１期
後期高齢者医療保険料　　第１期

５月２日

４月の市税納期

33



2022年
４
月
20日

発
行

V
O
L.198

■
発

行
／

い
ち

き
串

木
野

市
役

所
　企

画
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ｰ32ｰ3111 / FAX.0996ｰ32ｰ3124

　
Eメ

ー
ル

　
info@

city.ichikikushikino.lg.jp / ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

　
http：//w

w
w

.city.ichikikushikino.lg.jp
Ichikikushikino
広

報
い

ち
き

串
木

野

届出人が同意した方を
掲載してあります。
また住所欄は公民館、

または住所で掲載しています。

３月届出分

堀之内　涼
りょう
介
すけ
ちゃん（昭和通）

笑顔を忘れずに、わんぱくに生きてい
こう！たくさん食べて大きくなってね！
父：元気さん・母：唯さん

西中間　律
りつ
ちゃん（日ノ出）

お姉ちゃんたちと仲良くすくすく
育ってね♡
父：慎二さん・母：綾香さん

杉山　陽
はる
空
く
ちゃん（曙町）

産まれてきてくれてありがとう。陽
空のペースでスクスク育ってね♡
父：塁樹さん・母：麻代さん

永田　蒼
あおい
ちゃん（桜町）

お兄ちゃんと一緒にすくすく成長
してね！
父：有吾さん・母：博香さん

大山　愛
まな
時
と
ちゃん（春日町）

元気に産まれてくれてありがと
う。これからも元気よく育ってね。
父：慎太郎さん・母：直美さん

川口　隼
しゅん
輝
き
ちゃん（湊町）

しゅんきのえがおにズッキュンさ
れました♡
父：達也さん・母：奈瑠美さん

勝田　るなちゃん（長崎町）
おねえちゃん、おにいちゃんと 3
人仲良く
父：成史さん・母：千夏さん

岡野　晴
はる
斗
と
ちゃん（恵比須町）

産まれてきてくれてありがとう♡
早く一緒にサッカーしようね♫
父：拓真さん・母：悠加さん

今月のカバー

「広報いちき串木野」作成につき写真のご提供、取材等にご協力してくださったみなさん、本当にありがとうございました。

笑顔溢れる桜満開
　３月下旬に観音ケ池市民の森公園の桜が満開となり、多くの見物客が訪れ
ていました。新型コロナウイルスの影響で大規模な宴会は行えませんが、見
物客の方々は思い思いに桜を楽しんでおり、子どもたちも春を感じて笑顔が
溢れていました。


