
おしらせ版
　平成30年度奨学生を次のとおり募集します。
●資　　格　�本市に１年以上在住している方の子

弟で、学資を支払うことが困難と認
められる方

　　　　　　※�すでに、他の奨学金（次の金額以
上）を借りている場合は申し込み
不可。

●金　　額　・�月額15,000円以内…高等学校、高
等専門学校、専修学校高等部及び
特別支援学校高等部

　　　　　　・�月額30,000円以内…大学、専修学
校、高等専門学校専攻課程

●貸与期間　正規の修学期間
　　　　　　※�今年度分の貸付は、10月から来年

３月まで半年分
●連帯保証人　保護者と本市に在住する方の２名
●募集人員　５名程度
●返還方法　�卒業後１年経過時点から貸与月数の

２倍の月数以内に返還（無利子）
●申込期限　９月28日（金）
●申込・問合せ　教育委員会総務課
　※�願書等は教育委員会総務課（市来庁舎）にあ
ります。

　第13回市民体育大会を開催します。市民の皆様
がスポーツを通して互いにふれあい、健康つくり
をすすめる楽しい大会になるよう計画しています。
　市民の皆様の参加をお待ちしています。
●日　時　10月７日（日）８：30開会式　雨天中止
　※�中止の場合は、防災行政無線でお知らせします。
●場　所　多目的グラウンド
●お願い
　毎年、会場周辺は混雑します。乗り合わせてお
越しいただくか、会場までの無料送迎バスを是非
ご利用ください。
　詳しくは、広報９月20日号と同時に配布するプ
ログラムをご覧ください。

「明治維新150周年記念」
第13回市民体育大会について

市民スポーツ課（☎21-5129）

臨時職員募集
総務課（☎33-5625）

　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、市来庁舎市民課に提出してください。

平成30年度奨学生募集
教育委員会総務課（☎21-5126）

職 種 保健師 保育士 環境センター作業員�
（収集）

募集人数 ２人 ２人 １人

業務内容
地域保健

保健師業務全般
（母子・成人保健に関すること）

保育業務 塵芥収集業務

雇用期間
10月１日

～平成31年３月31日
（条件付きで契約更新の可能性有）

採用日
～平成31年３月31日まで

９月１日
～平成31年３月31日
（契約更新の可能性有）

勤務時間 ８：30～17：15
（※土・日・祝日除く）

原則８：30～17：00
（※�週５日勤務、シフトに応じて

土曜出勤有）

８：30～16：30
月22日程度
土曜祝日勤務有

勤務場所 健康増進センター 生福保育所 環境センター

賃 金 月額200,000円
（通勤手当分加算あり） 日額6,900円 時給830円

資 格 等 保健師、助産師、看護師 保育士資格を有すること 普通自動車運転免許

特記事項 応募資格は、市税等を滞納していないこと

募集期限 ９月13日（木）まで 随時面接し、定員に達するまで ８月29日（水）まで

選考方法 面接（日時は後日連絡）

担 当 課 健康増進課　☎33-3450 福祉課　☎33-5618 環境センター　☎32-2388
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　糖尿病予防の基本は毎日の食事にあります。
　糖尿病が少し気になる早めの時期から食事につ
いて学んでみませんか。
●日　　時　９月５日（水）　９：30～13：00
●場　　所　串木野健康増進センター
●内　　容　管理栄養士による講話
　　　　　　昼食バイキング
●対 象 者　�健診等の血液検査でHbA1cの値が

5.6％以上6.5％未満で服薬していな
い方またはその家族

●参 加 費　無料
●定　　員　先着20名
●申込期限　８月30日（木）
※�いつも使用しているご飯茶わんと筆記用具を持
参してください。
●申込・問合せ　串木野健康増進センター

ベビーマッサージ＆
産後シェイプアップ体操教室について

福祉課（☎33-5618）

　ベビーマッサージで親子のスキンシップをはか
り赤ちゃんの免疫力をアップ。後半、ママは体を
動かしリフレッシュ。子育てを楽しむ方法をお伝
えし、応援します。
●日　　時　９月３日（月）９：45～12：00
●場　　所　串木野健康増進センター　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
●持ってくるもの　バスタオル・飲み物
●託　　児　対象児の兄、姉（要予約・飲み物持参）
●申込期限　８月31日（金）
●申込・問合せ　さわやか子育て支援センター
　　　　☎33-0192（太陽福祉会　太陽保育園内）

食べて学ぶ～糖尿病予防教室を開催
串木野健康増進センター（☎33-3450）

　総合体育館トレーニングルームで希望する方に
健康運動指導士がトレーニングマシンの使い方を
説明します。各マシンは重さ・スピードの調整が
簡単にでき、体力に合わせ安全に効果的にトレー
ニングが行えます。事前受付はいりません。
　参加希望者は、次の日時に動きやすい服装で室
内用シューズを持って、総合体育館トレーニング
ルームにお越しください。
●期間　９月～10月の毎週木曜日
●時間　13：00～17：00
　　　　18：00～21：00
●費用　トレーニングルーム利用料　１時間100円

地域おこし協力隊の
体幹トレーニングとストレッチ受講生募集

串木野健康増進センター（☎33-3450）

　運動を始めたい方にお勧めの教室です。簡単な
体幹トレーニングで深層筋強化、ストレッチで柔
軟性向上を目的として行います。
●開催日　９/13（木）　９/20（木）　９/27（木）
　　　　　10/４（木）　10/25（木）　　全５回
●時　間　10：00～11：00
●場　所　市来保健センター　機能訓練室
●定　員　20名（定員になり次第締切）
●申込み　串木野健康増進センター
※動きやすい服装でお越しください。
※高齢者元気度アップ・ポイント事業の対象です。
　手帳をお持ちの方は持参ください。

地域おこし協力隊の
トレーニングマシンで健康・体力づくり

串木野健康増進センター（☎33-3450）

☆むし歯0
ゼロ

おめでとう☆
（５歳児歯科検診結果）

串木野健康増進センター（☎ 33-3450）
　７月 18日の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。

　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。
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太郎くん・森
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ひ み か
美華ちゃん

答えはこの広報紙のどこかにあります。

問い：９月から10月頃にかけて旬を迎える、
通称「秋太郎」と呼ばれる魚がいま
す。刺身はもちろん、照り焼きなどで
もおいしいとのこと。
さて、その秋太郎はなんという種類の
魚でしょうか？
①バショウカジキ
②クロカジキ
③メカジキ

クイズ 知っちょっけ？クイズ 知っちょっけ？

クイズ 知っちょっけ？クイズ 知っちょっけ？
答え：①バショウカジキ
　「秋太郎」の正体は、全長３ｍほどにもなる
バショウカジキです。「秋太郎」は、鹿児島県
沿岸で秋に多く
漁獲されること
から呼ばれる呼
称です。この秋、
ぜひ食べてみて
ください。
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　家族間の問題、財産・相続等の問題、差別、い
じめなどの問題でお困りの方は、気軽にご相談く
ださい。相談は無料で、秘密は固く守られます。
●日　時　９月３日（月）10：00～15：00
●場　所　市来高齢者福祉センター
●相談員　いちき串木野市人権擁護委員
　　　　　　濵田米夫　・　藤田裕子
●問合せ　鹿児島地方法務局川内支局☎22-2300

特設人権相談所の開設
市民課（☎33-5612）・市来庁舎市民課（☎21-5114）

●日　　時　９月21日（金）９：45～12：00
●場　　所　串木野健康増進センター　２階和室
●対 象 者　未就園児の保護者
　　　　　　子育て講座に関心のある方
●講　　師　川添　まりこ　氏
　　　　　　（一財）日本コアコンディショニング協会
　　　　　　Ａ級講師
　　　　　　（一財）日本ペップトーク普及協会　認定講師
●内　　容　「子どものやる気を引き出す言葉かけ」
　　　　　　　　ペップトークを活用して
●参 加 料　無料
●持ってくるもの　筆記用具、飲み物
●託　　児　あり（要予約、飲み物持参）
●申込期限　９月14日（金）
●申込・問合せ　さわやか子育て支援センター
　　　　☎33-0192（太陽福祉会　太陽保育園内）

子育て講座の開催
福祉課（☎33-5618）

　年金は、亡くなった月の分まで支払われます。
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け
取っていない年金や、亡くなった日以降に振り込
まれた年金のうち亡くなった月分までの年金は、
生計を同じくしていた遺族が「未支給年金」とし
て受け取ることができます。
●未支給年金請求の必要書類
・請求する方の住民票（世帯全員分）
・�亡くなった方と請求する方の関係の分かる戸籍
謄本等
・亡くなった方の住民票除票
・亡くなった方の年金証書
・請求する方の預金通帳（請求する方の名義）
・請求する方の印鑑
・�亡くなった方と請求する方の住所が異なる場合
は、生計同一申立書
●未支給年金を受け取れる遺族
　優先順に、亡くなった方と生計を同じくしていた
　⑴配偶者　⑵子　⑶父母　⑷孫　⑸祖父母
　⑹兄弟姉妹　⑺三親等以内の親族
●�届出が遅れて年金が過払いになった場合、後で
お返しいただく場合がありますので、すみやか
にお手続きください。
●手続き・問合せ
　市民課及び市来庁舎市民課
　川内年金事務所　　☎22-5276

ねんきん広報だより～【未支給年金】～
市民課（☎33-5612）・市来庁舎市民課（☎21-5114）

　学校におけるいじめや家庭内における虐待な
ど、子どもをめぐる様々な人権問題の解決を図る
ことを目的として、「子どもの人権110番」強化
週間が実施されます。
　いじめ・体罰・虐待など、相談内容は問いませ
ん。秘密は厳守されます。子どもだけでなく、お
となの方も利用できます。
●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
●実施日時　８月29日（水）～９月４日（火）
　　　　　　平日　　　　８：30～19：00
　　　　　　土曜・日曜　10：00～17：00
●電話番号　　 ０１２０－００７－１１０
　　　　　　　　（全国共通・無料）
　※一部のＩＰ電話からは接続できません。
　※強化週間以外でも相談は随時受付けています。
　　（平日のみ受付８：30～17：15）
●問 合 せ　鹿児島地方法務局人権擁護課
　　　　　　☎099-259-0684

全国一斉『子どもの人権110番』強化週間
市民課（☎33-5612）
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　http://www.jinken.go.jp/
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募集種目 応募資格（※１） 受付期間 一次試験期日

自衛官候補生
（男子・女子）

18歳以上27歳未満の方
（高校在学生含む。）

９月７日（金）まで
※�自衛官候補生につ
いては、受付期間
以降も随時受付け
ています。

９月18日（火）～22日（土）
※�受付時にお知らせします

一般曹候補生
（男子・女子） ９月22日（土）

海上・航空自衛隊
航 空 学 生

高卒（見込含）　　
海上：23歳未満の方
航空：21歳未満の方

９月７日（金）まで ９月17日（月）

予備自衛官補 一般 18歳以上34歳未満の方 ９月14日（金）まで
９月29日（土）～
� 10月２日（火）
※期間中いずれか１日

防 衛 医 科
大 学 校

医学科

高卒（見込含）
21歳未満の方

９月５日（水）
� ～９月28日（金）

10月27日（土）～28日（日）

看護
学科 10月20日（土）

防 衛
大 学 校

一般 11月３日（土）～４日（日）

推薦

９月５日（水）
� ～７日（金）

９月22日（土）～23日（日）

総合
選抜 ９月22日（土）

高等工科学校
生 徒
� （※２）

推薦

男子で中卒（見込含）
17歳未満の方

11月１日（木）
� ～ 30日（金）

平成31年１月５日（土）
　　　　　　～７日（月）
※期間中いずれか１日

一般
11月１日（木）
� ～平成31年　　　
� １月７日（月）

平成31年１月19日（土）

（※１）年齢は平成31年４月１日現在です。
　　　　（既卒者は、採用月の１日現在）
（※２）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）へお気軽にお問い合わせください。

陸空海自衛官等募集案内
市民課（☎33-5612）
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　10月１日を基準日に住宅・土地統計調査を実施
します。この調査は我が国における住戸に関する
実態などを調査し、住生活関連諸施策の基礎資料
を得ることを目的とした大切な調査です。
　つきましては、９月上旬から一部地域の住戸を
調査員証をつけた調査員が確認のため巡回し、９
月中旬から調査の依頼に伺います。調査の対象と
なった世帯については、調査へのご理解とご協力
をお願いいたします。

住宅・土地統計調査の実施
政策課（☎33-5672）

　市では、地震・津波や武力攻撃などの災害時に
備え、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）から
送られてくる国からの緊急情報を、防災行政無線
を用いて皆様へお伝えするようにしています。
　次の日程で緊急情報伝達手段の試験を行います。
　皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
●日　時　　８月29日（水）11：00～
●防災行政無線の放送内容
～防災行政無線チャイム～
「これは、Ｊアラートのテストです。」×３回
「こちらは、防災いちき串木野市役所です。」
～防災行政無線チャイム～
※�本市以外の地域でも、全国的に同じように試験
が実施されますので、災害とお間違いのないよ
うご注意ください。
※�Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの
災害時に国から送られてくる緊急情報を人工衛
星などを活用して瞬時に情報伝達するシステム
です。

高齢者元気度アップ・ポイント事業参加者
の募集（ポイントカードの発行について）

社会福祉協議会（☎32-3183）

　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。
　参加希望の方は、説明会への出席と登録が必要
となりますので、社会福祉協議会へ事前に電話で
お申し込み下さい。
●対象者　市内に住所を有する65歳以上の方
●説明会　
　８月27日（月）串木野高齢者福祉センター
　９月25日（火）串木野高齢者福祉センター
　各日とも10：00～　（受付　９：30～）
※�説明会は、12月までの毎月第４月曜日に開催し
ています。（祝祭日の場合は翌日）
●申込・問合せ　社会福祉協議会

　いちき串木野商工会議所と（公社）串木野日置
法人会及び伊集院税務署は、事業者の方へ消費税
の軽減税率制度に関する説明会を開催します。
　消費税の軽減税率制度は、平成31年10月１日
からの消費税率の引き上げと同時に実施されま
す。消費税課税事業者だけでなく、免税事業者も
制度の実施に向けた準備が必要となります。
　多くの事業者に関係のある制度ですので、ぜひ
お越しください。
●日　時　９月20日（木）14：00～15：30
●場　所　いちき串木野商工会議所２階会議室
　　　　　（いちき串木野市旭町178）
●定　員　40名
●申込・問合せ　いちき串木野商工会議所☎32-2049

防災行政無線を用いた「全国一斉緊急情報
の伝達試験」の実施

まちづくり防災課（☎33-5631）

　海区漁業調整委員会委員選挙人名簿は、１年ご
とに作成されます。
　この名簿登録がなければ、海区漁業調整委員会
委員選挙について投票及び立候補ができませんの
で、資格のある方は必ず申請してください。
●資 格 者
⑴�平成12年12月６日までに生まれた方で、市内に
住所または事務所を有し１年間に90日以上漁船
を使用する漁業を営みまたは漁業者のために水
産動植物の採捕若しくは養殖に従事する方。
⑵�海区漁業調整委員会の委員または漁業協同組合
もしくは漁業協同組合連合会の役員であって、
その委員または役員に就任後、⑴に該当しなく
なった方。
●申請の現在日　９月１日（土）
●提出期限　　　９月５日（水）
●提出方法
・平成29年登録者
　　行政嘱託員が申請書を配布・回収します。
・新規登録申請者
　　�行政嘱託員に申し出れば申請書を配布・回収
します。

※�申請書は、選挙管理委員会のほか、市内の各漁
業協同組合にも設置してあり、選挙管理委員会
へ直接提出できます。

海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の
登録申請について

選挙管理委員会（☎21-5125）

消費税軽減税率制度説明会の案内
税務課（☎33-5616）
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「地かえて祭り」赤ちゃんハイハイレース参加者募集！
　赤ちゃんハイハイレースに参加する赤ちゃんを
募集します。未来の宝である赤ちゃん達の応募を
お待ちしています。
●内　容　�まだ歩くことのできない赤ちゃんによ

る約５ｍの距離をハイハイで競います。
●募集数　11月３日（土）11：00～12：00　30人
　　　　　11月４日（日）14：00～14：50　30人
　�出場を希望する方は10月19日（金）までにお申
し込みください。
●場　所　日置北部公設卸売市場
　　　　　（いちき串木野市西薩町）
●申込・問合せ　いちき串木野商工会議所☎32-2049
　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‼

いちき串木野づくし産業まつり
～地かえて祭り～ニュースvol.４

水産商工課（☎33-5638）

おかげさまで17回目
を迎えます！

　「下水道の日」は、1961年（昭和36年）、普及率６％
と著しく遅れていた下水道を全国に普及させるた
め、「全国下水道促進デー」として始まり、現在は、
より親しみのある名称として「下水道の日」に変
更されました。
　下水道事業は、川や海の水をきれいにすること
によって、健康で住みよいまちづくりを進めるこ
とを目的としているものです。まだ公共下水道等
に接続していないご家庭は、一日も早く接続をし
ていただきますようお願いいたします。
　また、公共下水道の建設費の一部を負担いただ
く「受益者負担金」や公共下水道の施設等の維持
管理の費用に充てられる「公共下水道使用料」の
納入について、今後とも皆様のご理解とご協力を
お願いします。

９月10日は下水道の日
～下水道　水が自然に　帰る道～

上下水道課（☎21-5157）

　７月21日に行った集落点検・ワークショップを
もとに今後の川南地区について考える、第２回ふ
るさと水土里（みどり）の探検隊（川南地区）を
開催します。小学生以上ならどなたでも参加でき
ます。
●日　　時　９月22日（土）14：00～16：30
●場　　所　川北交流センター
●内　　容　�鹿児島国際大学によるアンケート集

計報告・意見交換（ワークショップ）
●参 加 料　無料
●申込期限　８月30日（木）
●申込・問合せ　農政課

第２回ふるさと水土里の探検隊（川南地区）
開催のお知らせ

農政課（☎33-5636）

　県民と県議会議員が直接地域の諸課題などにつ
いて意見を交わす、意見交換会を開催します。
●日　時　９月１日（土）13：30～15：30
●場　所　かごしま県民交流センター
●対象者　�鹿児島地域の方々（鹿児島市、日置市、

いちき串木野市）など
　　　　　※事前申込不要、入場無料
●内　容　メインテーマ「�あなたの考える鹿児島

地域の振興策」
　　　　　第１分散会：�女性活躍、消費生活、地

域の安心安全など
　　　　　第２分散会：�農林水産業、インフラ整

備、観光など
　　　　　第３分散会：�医療、福祉、教育、環境

など
●問合せ　鹿児島県議会事務局総務課
　　　　　☎099-286-5013　FAX�099-286-5655

「あなたのそばで県議会」
（鹿児島地域）開催

議会事務局（☎33-5648）

　６月18日に照寿会、６月21日に酔之尾東公民
館さざ波会の皆さんが串木野クリーンセンター
を視察しました。
　各家庭から出された汚水が浄化され、また海
にもどっていく様子を理解してもらういい機会
となりました。

　見学を希望する個人・団体（公民館・学校な
ど）は上下水道課までご連絡ください。

見学の様子
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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。
まだ設置されていない住宅の世帯主や借家の家主
等の方は、早急に設置してください。
※�設置したら消防署またはいちき分遣所（☎21-
5077）へ連絡ください。
●本市の設置率　92.79％（平成30年３月31日現在）
●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　】

住宅用火災警報器の設置を！
～目指そう設置率100％～

消防本部（☎32-0119）

　はり紙、立看板、広告板、広告塔などの屋外広
告物は、私たちの生活に必要な情報を伝えてくれ
ます。
　一方、これらの広告物が無秩序に氾濫すれば、
良好な景観を損なうばかりでなく、落下、倒壊に
よる危険や交通安全上の問題も発生する恐れがあ
ります。
　この旬間では、屋外広告物の適正な管理や設置
についての意識向上を図ることを目的としていま
す。
　市では、違法となる屋外広告物の是正指導や簡
易除却を行います。
　安全で美しいまちづくりのため、皆様のご理解
とご協力をお願いします。

９月１日から９月10日までは
「屋外広告物適正化旬間」です

都市計画課（☎21-5152）

『トロちゃん夏祭り』開催
水産商工課（☎33-5638）

●日　時　８月25日（土）17：00～21：00
●場　所　ドリームセンター一帯（歩行者天国）
●内　容
　・フリーマーケット・スーパーボールすくい
　・�ステージイベント（和太鼓、フラダンス、ジャ
ズダンス、踊り、歌謡曲、エイサー）

　・出店　�ビール、かき氷、ラムネ、お茶、焼き鳥・
やきそば、焼き鳥丼、ソーメンなど

●問合せ　串木野シール会　☎33-6226
　　　　　（ドリームセンター内）
　　　　　10：00～16：00（火～土曜日）

市民救急医療・健康講座
消防本部（☎32-0119）

　９月９日は「救急の日」です。救急医療及び救
急業務に対する正しい理解と認識を深め、市民の
健康増進を図るため、医師会・歯科医師会・健康
増進課との共催により、「市民救急医療・健康講座」
を開催します。自分の健康を見つめ直すためにも、
参加してみませんか。
●日　時　９月６日（木）14：00～15：30
●場　所　ホテルアクシアくしきの「さのさ」の間
●内　容　①医師による医療講座
　　　　　　「在宅医療と救急医療」
　　　　　　花牟禮病院　花牟禮康生院長
　　　　　②歯科医師による健康講座
　　　　　　「高齢者の命を守る口腔ケア」
　　　　　　えとう歯科　江藤克己院長
　　　　　③救急救命士による予防救急講座
　　　　　　「家庭内における事故防止策など」
●参加料　無料（参加者には粗品を進呈）
※�なお、13時から救急車や救急資器材の展示・体
験、心肺蘇生・AED使用体験などのコーナー
も予定しています。

寝室 居間 廊下 階段

寝室 台所 廊下

設置設置

設置

　詳しくは、取扱説明書又は一般社団法人　日本
火災報知機工業会のホームページをご覧ください。

●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。また、10年を目安に交換をおすすめします。

正常な場合は？
正常をお知らせするメッセージ
または火災警報器が鳴ります。

音が鳴らない場合は？
電池がきちんとセットされてい
るか、ご確認ください。

ボタンを押す、またはひもを引いて作動確認をします。

注）警報音はメーカーや製品によって異なります。

　それでも鳴らない場合は、
「電池切れ」か「機器本体の故障」
が考えられます。
　取扱説明書をご覧ください。

ピピ、
ピーピーピー

ピーピーピー
火事です

しーん
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●日　　時　９月18日（火）～22日（土）20：00～
　　（参加チーム数により期間は変更されます）
●場　　所　市来体育館
●試合方法
　�日本バレーボール協会の９人制ルールを基本
に、一部、大会特別ルールを採用し、参加チー
ムを３つのクラスに分けて行います。
　詳しくはお問い合わせください。
●参加資格
　�本市居住者で男性は昭和55年４月１日以前、女
性は昭和63年４月１日以前に生まれた方の１公
民館によるチーム編成とするが、戸数の少ない
公民館等においては２公民館（近隣）での編成
を認める場合もあります。
●申込期限　８月31日（金）
●申込・問合せ　
　市民スポーツ課　飯山　☎21-5129
　総務課　　　　　前田　☎33-5633

第39回公民館対抗壮年バレーボール大会
市民スポーツ課（☎21-5129）

第４回市長杯
公民館交流グラウンド・ゴルフ大会

市民スポーツ課（☎21-5129）

●日　　時　９月22日（土）８：00受付　９：00開会式
　　　　　　※雨天の場合９月29日（土）に延期
●場　　所　多目的グラウンド
●参加資格　市内在住の中学生以上の方
●チーム構成
　�１チーム５人構成とし、参加チーム数は各公民
館原則として３チーム以内とする。ただし、世
帯数50世帯未満の公民館は、隣接公民館と合同
チームを構成し参加できる。
●参 加 料　１人　500円（当日徴収）
●申込期限　９月10日（月）
●申込・問合せ　市グラウンド・ゴルフ協会
　　上迫田☎・FAX32-3789　松下☎・FAX32-4260
　　橋　口☎・FAX36-3920　萩原☎・FAX36-3217

●�警察や公的機関、金融機関の職員等が通帳やキャッシュ
カードを預かったり、暗証番号を聞き出したりすること
はありません。このような電話がかかってきたら、すぐ
に電話を切りましょう。
●�もし訪問されても、絶対に通帳やキャッシュカードを渡
したり、暗証番号を教えたりしてはいけません。
●�少しでも不安に思ったら、すぐに最寄りの警察やいちき
串木野市消費生活センター等にご相談ください（消費者
ホットライン１８８）。

見守り
新鮮情報

警察を名乗る男性から、「コンビニで、あなたの銀行口座から50万円引
き落とされたのでカードを止めた。すぐ代わりの者を行かせるのでキャッ
シュカードを預けるように」という電話があった。電話を切らないう
ちに男性が訪ねてきたのでカード

を渡し、暗証番号を聞かれ、教えた。
３日後、銀行のサポートセンターから不審な引き出
しがあると連絡があり、口座から250万円ほど引
き出されていることがわかった。
� （80歳代　女性）

気をつけて！
「キャッシュカードを預かる」
という電話は詐欺
ひとこと助言

信じちゃダメ
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８月の市税納期
税務課（☎33-5682）

納期限内の納付にご協力ください。

　今月の口座振替日は、８月27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、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。

国民の　今を守り　未来を創る税
（平成29年度「税に関する標語入賞作品」より）

国民健康保険税　　　　第３期
介護保険料　　　　　　第３期
後期高齢者医療保険料　第３期

８月31日

お　く　や　み　（７月届出分）
故　人 年齢 住所または

公民館
喪主または
届出人

松　山　 　高 87 昭 和 通 松山アツ子
原　田　カズ子 83 払 山 原田　正男
羽根田　 　子 81 浦 和 町 波戸　三幸
植ノ原　 　一 79 大 原 南 植ノ原乃婦
所　﨑　凉　子 91 八 房 所﨑　重夫
原　口　昭　夫 84 松 山 原口　　功
坂　元　覺　志 83 浜 西 坂元　良子
下袴田　一　人 79 袴 田 下袴田愉美子
山　下　重　夫 82 芹 ケ 野 山下　陽子
川　畑　ヨ　シ 87 平ノ木場 川畑香代子
吉　永　正　道 87 酔 之 尾 吉永　久志
林　　　ミヨ子 85 小 瀬 林　　成弘
上　竹　セ　ツ 86 栄 町 岩下　育美
岩　下　　　明 91 土 川 岩下ノリ子
平　石　長太郎 89 浜 西 平石　長人

９月の心配ごと相談
社会福祉協議会（☎32-3183）

　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。

※�『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

相談場所
及び
相談時間

相談種別

相談日

相談員７日 14日 21日 28日

金 金 金 金

串木野高齢者
福祉センター

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
10：00～12：00

生 活 ・
福祉相談

４日 11日 18日 ―
心配ごと
相 談 員

火 火 火 ―

○ ○ ○ ―

平成30年７月末 前月比

総人口 28,199 人 △15 人

男 13,250 人 △３人

女 14,949 人 △12 人

世帯数 13,323 世帯 　３世帯

人 口 の 動 き

「働く女性の家」後期講座受講生募集
働く女性の家（☎32-7130）

●対　象　市内在住または勤務している女性を優先し、男性も受講できます。
●場　所　働く女性の家
●受講料　無料（ただし、材料費は実費負担）
●託　児　満２歳以上～未就学児。希望する方は申し込み時にお知らせください。
●申込み　９月21日（金）までに働く女性の家へ申し込みください。
　　　　　受付時間　火曜～土曜９：00～17：00

講座名 期日 時間 定員 回数 講座内容（用意するもの・材料費）

ピラティス 10/２～12/４
毎週火曜日

10：30～
� 11：30 15名 10回 胸式呼吸と少ない動きで、身体の奥の筋肉をしなやか

で丈夫に鍛える運動です。

ズ ン バ
10/５～12/14
毎週金曜日
※11/23は休

19：30～
� 20：30 15名 10回 ラテン系の音楽とダンスを融合させたダンスエクササ

イズです。（室内シューズ）
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　およそ８か月ぶりの本市でのまぐろの水揚げです。大人とそれほど変わらない
大きさのまぐろを、次々とコンテナ車に積み込んでいきます。まぐろを水揚げす
る関係者にも自然と笑顔がこぼれます。鮮度が保たれたおいしいまぐろが市内で
も多くの方に食べられるよう、これからも多くの水揚げが期待されます。

まぐろの水揚げ

「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。

今月のカバー

かわいい天使たち
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。
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産まれてきてくれてありがとう。
優しく元気に育ってね。
父：優さん・母：麻美さん

6月届出分

畠中 美波ちゃん（迫）　
み　なみ

お姉ちゃんと仲良く
すくすく大きくなぁ～れ♡
父：貴之さん・母：梨恵さん

野﨑 杏莉ちゃん（天神町）　
あん  り

お兄ちゃんと仲良く

父：大助さん・母：陽子さん

中島 琉花ちゃん（大原町）　
る　か

元気に生まれてきてくれてありがとう。
これからも、すくすく育ってね
父：茂樹さん・母：和美さん

池田 わこちゃん（坂下）　
早く大きくなってね。
一緒に遊ぼうね。
父：勇樹さん・母：麻奈未さん

下夷 翔大くん（西浜町）　
か け る

元気に大きく育ってね。

父：雅利さん・母：令奈さん

田代 大晴くん（元町）　
たい せい

30


