
児童手当を受給している方は、６月中に児童手当の
「現況届」の手続きが必要です。
この届は、６月１日における状況を記載し、児童手
当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するも
のです。現況届の用紙は、次の提出先窓口にあります。
手続きの前に、受給者及び配偶者の令和元年中の所
得に対する税の申告を済ませておく必要がありますの
で、未申告の方は申告してください。無職等で所得が
無い場合も申告が必要です。
詳しくは、６月10日以降に対象者へ送付する通知文
書をご覧ください。
〇提出期限 ６月30日(火)
〇提 出 先 串木野地域に居住…福祉課

市来地域に居住…市来庁舎市民課
〇問 合 せ 福祉課 ☎33-5618

平成30年・令和元年度の特定健診を受診していない
方への個別訪問又は電話による調査を実施しています。
〇調査対象 平成30年・令和元年度の特定健診未受診者
〇調査期間 令和３年２月まで
〇調査方法 身分証明書を持った調査員（看護師、保

健師）による訪問又は電話による調査
〇問 合 せ 健康増進課 ☎33-5613
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会計年度任用職員募集

児童手当の現況届の手続き 特定健診を受けていない方への
個別訪問の実施

会計年度任用職員を募集します。応募する方は、履歴書を提出してください。

職 種 郷土史料収集調査員 一 般 事 務 職

募 集 人 数 １人 １人

業 務 内 容 郷土史料の収集・整理 パソコン操作を伴う事務、窓口、電話対応、
その他事務作業

資 格 等 パソコン操作（word Excel）
歴史・民俗学・古文書等の知識 パソコン操作（word Excel）

報 酬 時給 813円 時給 898円

通 勤 手 当 通勤距離（２km以上）に応じて支給 通勤距離（２km以上）に応じて支給

期 末 手 当 無 年間0.725月以内で支給

休 暇 等 特別休暇（忌引き、夏季休暇等）、育児休業
など

年次有給休暇、特別休暇（忌引き、夏季休暇
等）、育児休業など

任 用 期 間 ７月１日～12月31日 ７月１日～令和３年３月31日

勤 務 場 所 社会教育課及び市内各所 農政課

勤 務 時 間 月10日勤務 9:00～16:00 月～金曜日 8:30～17:00
（祝日除く）

募 集 期 限 ６月15日（月） ６月18日（木）

選 考 方 法 面接（日時は後日連絡） 面接（日時は後日連絡）

問 合 せ 社会教育課 ☎21-5113 農政課 ☎33-5636

履歴書提出先 串木野庁舎総務課
社会教育課

串木野庁舎総務課
市来庁舎市民課

現在、国民健康保険では、市内の指定医療機関
において、特定健診を実施しています。健診期限
は、10月31日までです。９月･10月は医療機関が
混み合いますので、早めの受診をおすすめします。



国民健康保険では、生活習慣病、特に糖尿病の早期
発見、早期治療を目的に「糖尿病（詳細）健診」を実
施しています。
〇対象者
特定健診や人間ドック、がんドック、職場健診、医
療機関からの情報提供の結果がHbA1c6.5％以上の
方（糖尿病治療中を除く）
〇糖尿病（詳細）健診の内容

対象者には、特定健診結果報告会または、訪問の際、
保健師が直接説明します。
また、糖尿病治療中の方にも保健師または看護師が
訪問することがありますのでご理解ください。
糖尿病は早期に発見し、生活習慣を改善すれば、合
併症や人工透析に移行するなどの重症化が予防できま
す。
糖尿病重症化予防のためにも、対象となった方は、
ぜひ受診してください。
〇問合せ 健康増進課 ☎33-5613

今年度の女性がん検診を申し込んだ方に受診券を発
送しています。まだ、申し込んでいない方、受診券が
届いていない方は、お問い合わせください。
〇検診の種類 子宮頸部がん・乳がん・骨粗鬆症
〇申 込 締 切 ６月15日（月）
〇申 込 先 鹿児島県民総合保健センター

☎099-220-2697
（土・日・祝日除く９:00～17:00）

〇検診に関する問合せ
串木野健康増進センター ☎33-3450

県では、６月26日の国際麻薬乱用撲滅デーに合わせ
て、薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」普及運動を６月
20日から７月19日まで実施します。
薬物の乱用は、身体や精神をむしばんでいくばかり
ではなく、幻覚や知覚異常を起こし、凶悪事件が引き
起こされるなど社会に与える影響も極めて大きなもの
があります。
家庭、学校、地域などそれぞれの立場で薬物乱用防
止に努めましょう。
〇問合せ 串木野健康増進センター ☎33-3450

ハンセン病問題に対する解決の促進を図るために、
県では６月21日から27日まで、「ハンセン病問題を正
しく理解する週間」と定めています。
誤った隔離政策によって、強制的に隔離され、ご本
人だけでなく、ご家族も偏見や差別を受け、かけがえ
のない多くの方々の人生が奪われました。
病気が治っても家族の元へ帰れず、社会復帰が難し
い状況にあり、今もなお、多くの方々が、療養所での
生活を余儀なくされています。
長い間、偏見や差別に苦しめられたハンセン病で
あった方々等が、平穏に安心して生活できる地域づく
りのために、また、二度とこのような悲しい歴史を繰
り返さないために、私たち一人ひとりが、ハンセン病
問題とは何かを正しく理解することが大切です。
〇ハンセン病について正しく知りましょう
ハンセン病は、らい菌によっておこる感染症で、
遺伝病ではありません。らい菌の感染力は弱く、非
常にうつりにくい病気です。また、早期発見と早期
治療により、短期間で完治する病気です。わが国に
感染源となるものはほとんどありません。
ハンセン病であった方々の身体の変形は、診断や
治療が遅れたことによる後遺症です。
国は平成８年の「らい予防法」廃止まで、この隔
離政策をとり続けました。長年にわたるこの隔離政
策などにより、ハンセン病は怖い病気という誤った
考えが定着し、そのことが様々な偏見・差別や人権
侵害を引き起こしました。昭和24年頃には、特効薬
で完治するようになりましたが、偏見や差別が解消
されることはありませんでした。
ハンセン病であった方々等は、今も根強く残る偏
見・差別に苦しんでおられます。
令和元年11月に「ハンセン病元患者家族に対する
補償金の支給等に関する法律」が施行され、対象と
なるハンセン病元患者のご家族に補償金が支給され
ます。
詳細は、厚生労働省ホームページをご覧いただく
か、補償金担当窓口（☎03-3595-2262）にお問い
合わせください。
〇問合せ 串木野健康増進センター ☎33-3450

２

ハンセン病を正しく理解する週間糖尿病のリスクが高い人のために
糖尿病重症化予防対策の実施

女性がん検診のおしらせ

薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」普及運動

・空腹時血糖値もしくは随時血糖値
・HbA1c（過去１～２か月の平均的な血糖状態）
・尿中微量アルブミン(糖尿病腎症の早期発見指標)
※健診料は無料



６月７日から13日まで、危険物安全週間です。
危険物は、ガソリンなどの燃料類だけでなく、ヘアー
スプレーなどにも幅広く利用され、私たちの生活にな
くてはならないものとなっています。
しかし、取扱いや保管方法を誤ると多くの生命や財
産が失われるおそれがあり、取扱量にかかわらず注意
が必要です。
・火気周囲での取扱いは絶対に
止めましょう。
・危険物を貯蔵・取扱う事業所
では、保安体制を徹底しま
しょう。
※一定数量以上の危険物を貯蔵・取扱う場合、消防署
への届出や許可が必要です。
詳しくは、お問い合わせください。
〇問合せ 消防本部 ☎32-0119

いちき分遣所 ☎21-5077

45分コースです。お気軽に受講ください。
〇日 時 ６月26日（金）19:15～20:00
〇場 所 いちき串木野市消防本部 ２階会議室
〇定 員 20名
〇対象者 市内居住または勤務（在学）している方
〇受講料 無料
〇申込み 6月24日（水）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。
※新型コロナウイルスの感染状況により、変更また
は中止となる場合があります。

〇問合せ 消防本部 ☎32-0119

〇試 験 日 ７月26日（日）
〇試 験 地 鹿児島市・奄美市
〇試験の種類 全種類
〇申 込 期 間
・電子申請 ６月６日（土）～６月15日（月）
・書面申請 ６月９日（火）～６月18日（木）
〇申 込 先 （一財）消防試験研究センター

鹿児島県支部 ☎099-213-4577
※試験案内・受験願書は、消防本部及びいちき分遣
所にあります。

〇問 合 せ 消防本部 ☎32-0119
いちき分遣所 ☎21-5077

住宅用火災警報器を設置していない住宅は、早急に
設置してください。
住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や
電池切れなどで、火災を感知しなくなる事があるため、
とても危険です。
10年を目安に交換をおすすめします。
また、年１回は手入れと点検をしましょう。

〇問合せ 消防本部 ☎32-0119

毎年５月に実施している赤十字会員増強運動を新型
コロナウイルスの感染拡大を考慮し、６月に実施しま
す。
この運動は、市民の皆様に毎年一定の会費を納めて
いただくことにより、赤十字事業に参加していただく
運動です。
市内の身近な活動としては、昨年６月末から７月上
旬の豪雨により床上浸水で被災された11世帯19名の
方々に、毛布、タオルケット、ブルーシート、緊急セッ
ト（コップ、タオル等日用品セット）を配布しました。
町内会や赤十字奉仕団の方が各家庭へ赤十字会員加
入のお願いに伺いますので、ご協力をお願いします。
〇問合せ 社会福祉協議会 ☎32-3183

ハローワークでは、６月から来春の中学、高校卒業
予定者の学卒求人受付を開始しています。
事業主の皆様には、来春卒業予定者の求人を早めに
ご検討いただき、一人でも多くの生徒がふるさとで就
職できるように、応募の機会を与えていただきますよ
うご理解とご協力をお願いします。
〇問合せ ハローワーク伊集院 ☎099-273-3161

３

危険物の貯蔵・取扱に注意 住宅用火災警報器の設置はお済ですか

赤十字会員増強運動
令和２年度危険物安全週間推進標語
『訓練で 確かな信頼 積み重ね』

消防設備士試験案内

救命入門コース受講者募集

～事業主の皆様ヘ～
学卒求人票の提出はハローワークヘお早めに
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6月30日まで「土砂災害防止月間」です

大雨や台風、地震などによる土石流やがけ崩れ等の土砂災害が発生すると、多くの尊い人命が失われます。土
砂災害から生命を守るため、日ごろから次の点に注意しましょう。

【第1点目 雨の降り方に注意しましょう！】
土砂災害発生の危険度が高まった時、県と気象台と共同で土砂災害警戒情報を発表します。この情報が発表さ
れた場合は、雨量情報などに注意して自主的な避難を心がけ、市役所からの避難勧告などがあった場合は、速や
かに避難してください。記録的な豪雨の場合は、これまで経験したことがないような土砂災害が起こる危険性が
あります。これらの情報には十分注意しましょう。さらに、雨が降りやんだ後でも、土砂災害の発生するおそれ
がありますので注意してください。

【第2点目 土砂災害の前ぶれを知っておきましょう！】
●土石流
山鳴り、立ち木の裂ける音、石のぶつかりあう音が聞こえる。雨が降り続いているのに川の水位が下がる、
川の水が急に濁ったり、流木が混ざりはじめる。
●地すべり
地面にひび割れができる、沢や井戸の水が濁る、斜面から水が吹き出す。
●がけ崩れ
がけからの水が濁る、がけに亀裂が入る、小石がパラパラ落ちてくる、異様な音がする。
これらが一般的な土砂災害の前ぶれです。長雨が続いている時、身の回りのこのような現象に気づいたら、自
主避難の目安にしましょう。

【第3点目 危険箇所を知っておきましょう！】
家の近くにある土砂災害特別警戒区域などを確認しておきましょう。
不明な場合は、市役所へ問い合わせてください。

【第4点目 避難場所を決めておきましょう！】
いざという時に家族全員が家に揃っていなくても、避難場所がわかっていれば安心です。

【最後に 逃げ方を知っておきましょう！】
土石流のスピードはたいへん速いため、土砂の流れる方向に対して直角に逃げることが大切です。被害を最小
限に抑えるため、これらの点に注意して、早めの避難を心がけましょう。

〇問合せ まちづくり防災課 ☎33-5631

土砂災害防止月間
梅雨期に入り、集中豪雨などによる土砂災害が心配されるこの時期に、土砂災害防止に対する市民の理解
と関心を深め、防災知識の普及を図るとともに、警戒避難体制の整備等を促進し、被害の防止や軽減を図るこ
ととしています。

避難所での感染拡大を防ぐために、次のことについて事前の確認や準備を行い、災害に備えましょう。
①マスク等の持参
避難所に避難する際は、感染症防止のために、通常の非常持出品に加えて、マスクや消毒液、体温計を準備
しましょう。
②手洗い、消毒、咳エチケットの徹底
咳エチケットを徹底するとともに、食事の前や、トイレの後、ドアノブなど多くの方が触れた場所に触った
後等、こまめに手洗いや消毒を行いましょう。
③密閉、密集、密接の３密を避ける
避難所が過密状態になることを防ぐため、可能な場合は、安全な親戚や友人の家等への避難も検討してみ
ましょう。

避難所での感染症対策について
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災害時に備え、避難所や避難経路を確認しましょう
市では、災害時に備え市内に47か所の避難所及び福祉避難所を設けています。避難所は、台風や大雨が予想さ
れる時など、必要に応じ開設します。

避 難 場 所 一 覧
【串木野地域】

○印は第１次配備の避難場所とし、他の場所は必要に応じて開設します。
なお、総合体育館は大規模災害発生時の長期的な避難が必要となった場合に開設します。

※その他福祉避難所（民間施設）・・・・潮風園、吹上園、市来松寿園、吹上園ふもと、さるびあ苑、ゆくさ白浜、
ライフハーバーいちき、希望、光里苑

福祉避難所を利用する方は、まちづくり防災課へご連絡ください。市が整備している避難行動要支援者名簿を
参考に判断し、各福祉避難所と連絡調整のうえ開設します。
なお、福祉避難所を利用する方は介護者が必要です。また、食事代、日用品等は実費負担となります。
避難する時は、懐中電灯、ラジオ、非常食、飲料水、衣類など生活に最小限必要なものを用意するとともに、
火の始末や戸締りをしましょう。
〇問合せ まちづくり防災課 ☎33-5631

【市来地域】

避難場所の名称 所 在 地 電話番号 避難場所の名称 所 在 地 電話番号
冠岳小学校体育館 冠岳12844-1 32-2688 〇串木野高齢者福祉センター 新生町183 32-9570

〇冠岳交流センター 冠岳13511-2 32-0760 働く女性の家 新生町183 32-7130
〇生福保育所 生福8671 32-3359 串木野高等学校体育館 美住町65 32-2064
生冠中学校体育館 生福8551 32-3377 〇本浦交流センター 西浜町1-2 33-2371

〇串木野中学校体育館 日出町700 32-1735 串木野西中学校体育館 平江20226-1 32-1744
〇上名交流センター 上名2455 32-8770 〇野平交流センター 平江20271-5 32-3050
串木野小学校体育館 日出町536 32-1738 〇羽島交流センター 羽島5218 35-0014

〇市民文化センター(中央公民館) 昭和通133-1 33-5655 羽島小学校体育館 羽島5359 35-0009
願船寺 栄町23 32-3006 〇荒川交流センター 荒川2450 32-8809

〇中央交流センター 元町236 33-1231 荒川小学校体育館 荒川2347-1 32-2010
浄宝寺 本浜町38 32-2504 〇旭交流センター 金山14103-1 32-8811
無量寺 西島平町375 32-1727 旭小学校体育館 金山14067 32-1724

〇照島小学校体育館 照島5453-3 32-1701 芹ヶ野公民館 芹ヶ野15367-2 ―
串木野養護学校体育館 八房1041 32-4105 〇土川交流センター 羽島9675 35-0887
串木野体育センター 長崎町91 32-1899 総合体育館 生福5298-3 32-8588

福祉避難所の名称 所在地 電話番号 備 考
串木野高齢者福祉センター 新生町183 32-9570 必要に応じて開設

避難場所の名称 所 在 地 電話番号 避難場所の名称 所 在 地 電話番号
市来体育館 大里5547-1 36-2881 浄泉寺 湊町3丁目93 36-2102
市来中学校体育館 大里3764 36-2056 西村寺 湊町1丁目95 36-2022
市来小学校体育館 大里3731 36-2006 市来保健センター 湊町1丁目115 －

〇川北交流センター 大里5664 － 市来保育園 湊町1丁目253 36-2166
〇川南交流センター 大里3246-1 － 川上小学校体育館 川上1200 36-2044
市来農芸高等学校体育館 湊町160 36-2341 〇川上交流センター 川上978 36-4334

〇いちきアクアホール 湊町1丁目102 21-5800 川上生活改善センター 川上1707 36-2918
市来高齢者福祉センター 湊町1丁目102 36-4558 市来川上郵便局 川上1215-1 36-2221
漁民会館 湊町1丁目103 36-2009



市では、地震・津波や武力攻撃などの災害時に、全
国瞬時警報システム（Ｊアラート）により送られてく
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「緊急地震速報」の訓練放送を行います。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
〇実施日時 ６月17日（水）10:00頃
〇放送内容

緊急地震速報は、大揺れより先に到達する初期微動
を観測し、震度５以上の揺れになる可能性のある地震
と予測した場合、震度４以上の揺れが想定される地域
に発表される気象庁のシステムです。
空振りもありますが、実際に地震が起こると大変な
被害を引き起こす可能性があります。緊急地震速報が
発表されたら、必ず命を守る行動を取ってください。
緊急地震速報を見聞きしたときに、あわてずに自分
の身を守れるか、訓練で確かめましょう！
※学校や病院、福祉施設、事業所等に設置してある
戸別受信機で、音量を“切”にしてある場合でも、
最大音量で放送が入ります。
※今回の訓練放送は、防災行政無線を用いての訓練
放送です。テレビやラジオ等での訓練放送は流れ
ません。

〇問合せ まちづくり防災課 ☎33-5631

農地が管理されずにいると、雑草が生い茂り、火災
や病害虫の発生の原因や有害鳥獣の潜入・不法投棄の
場所となることが多く、周辺農地や近隣住民に悪影響
をおよぼします。耕うんや草刈りを行い農地の適正な
管理をお願いします。
〇問合せ 農業委員会事務局 ☎33-5647

～海難事故から「命を守る３つの基本」～
①ライフジャケット（救命胴衣）の常時着用

ライフジャケットを着用していなかったために水中
転落事故などで命を落とすケースは少なくありません。
大切な命を守るため、体に合った適切なライフ
ジャケットを常時着用しましょう。
“助かるチャンスが大きく増えます。”

②連絡手段の確保
釣り等の時は、複数名でいることにより、事故が
発生した際に対処しやすくなります。
また、携帯電話は、防水パックに入れて携行しま
しょう。防水パックには、空気層があり、浮くので
安心です。入れたままでの操作や会話も可能です。
③海難事故の場合は「118番」へ
全国共通局番なしの「118番」は、海上保安庁専
用の緊急電話番号で24時間対応しています。
通報する際は、「いつ」「どこで」「なにがあった」
など落ち着いて簡潔に通報してください。
〇問合せ まちづくり防災課 ☎33-5631

串木野地域の農業用廃プラスチック類の回収を行い
ます。農業者の方は、次の注意事項をしっかり守り、
回収にご協力ください。
〇回収日時 ６月17日（水）8:30～11:00
〇回収場所 野元家畜市場跡地
〇処理経費 処理単価 30円／㎏程度

農協口座で引落し扱いとなります。
〇持参するもの 印鑑、農協の口座番号
〇注意事項
・３か所を同種類のビニールひもで結び、つづら折
りにしてください。
・異物（排出ビニール以外のもの）が混入しないよ
うにお願いします。
・空容器（ポリ・缶）については、キャップを取り
除き、中身を洗浄してください。
・運搬の際に産業廃棄物運搬車両の表示及び書面の
携帯が必要になります。

〇問合せ
さつま日置農協串木野支所経済課 ☎32-3265
農政課 ☎33-5635

７月18日（土）、19日（日）に予定していました串木
野さのさ祭り（前夜祭及び本祭）は、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため、中止となりました。
〇問合せ 観光交流課 ☎33-5640

６

防災行政無線を用いた｢緊急地震速報｣の
訓練放送を実施

農業用廃プラスチック類の回収
（串木野地域）

海難事故を防ぎましょう！

農地の適正な管理にご協力ください

～防災行政無線チャイム～
「こちらは、防災いちき串木野市役所です。」
「ただ今から訓練放送を行います。」
※～緊急地震速報チャイム～
「緊急地震速報。大地震（おおじしん）です。
大地震(おおじしん)です。これは訓練放送です。」
※３回繰り返されます。
「これで訓練放送を終わります。」

～防災行政無線チャイム～

串木野さのさ祭りについて



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
・市税や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（2,520円 /１台）
※駐車場は１世帯につき１台まで
(ウッドタウン・芹ケ野住宅は２台まで）

・連帯保証人（２人）
〇申込期限 ６月19日（金）17:00
※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。

〇抽選日
６月26日（金）10:00 市来庁舎２階研修室
〇入居予定日 ７月10日（金）から
〇申込・問合せ 都市計画課 ☎21-5154

土木課土木総合窓口係(串木野庁舎)

次の取組に、ご協力ください。
①草刈り等の環境保全活動の推進
②３Ｒ運動
（ごみの減量化・物品等の再使用・資源の再生利用）
③こまめな節電・冷房に頼らない温度管理「クールビ
ズ」の推進
④不法投棄の防止、マイバッグ運動の推進
〇問合せ 生活環境課 ☎33-5614

市衛生自治団体連合会では、３Ｒ運動（ごみの減量化：
リデュース、再使用：リユース、再生使用：リサイクル）
の一環として、「マイバッグ運動」を推進しています。
身近なところから、ごみの減量化を図り、資源の無
駄使いを防止するため、買い物の際には次のことに心
がけましょう。
①マイバッグを持参し、レジ袋を使わない。
②簡易包装等の商品を購入する。
③過剰包装などは断る。
④レジ袋をもらっても繰り返し使う。
⑤レジ袋を使わないときは、すぐに捨てずにできるだ
け資源ごみに出す。
〇問合せ 生活環境課 ☎33-5614

市では新婚世帯の住居費等を支援します。
〇対 象 者
以下の全てに該当する世帯
・令和２年１月１日から令和３年２月28日までの
間に婚姻届を提出した世帯
・令和２年１月１日から令和３年２月28日までの
間に結婚を機に本市に住居を新たに購入・賃借し
た世帯
・世帯の所得が340万円未満で、夫婦共に婚姻日に
おける年齢が34歳以下の世帯
※その他要件があります。詳細は市ホームページを
ご覧ください。

〇対象経費
・結婚を機に新たに住宅を取得・賃借する際に要し
た費用
・結婚に伴う引越の費用
〇補 助 金 １世帯当たり上限24万円

（予算がなくなり次第終了）
〇申請方法 申請書等を政策課へ提出
※申請書は、政策課窓口又は市ホームページからダ
ウンロードできます。

〇申請期限 令和３年３月15日（月）
〇問 合 せ 政策課 ☎33-5634

７

６月は『環境月間』です市営住宅入居者募集

住 宅 名 建設年度
募集戸数 構造・設備 単身

入居

ひばりが丘団地
(だいわ串木野
店近く)

平成元年度
１戸

耐火5階建
(3階)3DK
水洗トイレ

不可

文京町団地
（串木野高校
近く）

平成６年度
１戸

耐火4階建
(2階)3DK
水洗トイレ

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

芹ケ野住宅
(芹ケ野公民
館近く)

昭和63年度
１戸

木造平家建
3DK

水洗トイレ

日ノ出住宅
(アクアホール
近く)

平成９年度
１戸

耐火4階建
(4階)3DK
水洗トイレ

中組住宅
(川上小学校
近く)

昭和59年度
１戸

耐火2階建
3DK

水洗トイレ

マイバッグの使用を心掛けましょう

新婚さんの新生活を応援します



８

いきいき女性講座受講生募集 第４１回いちき串木野市春季親善
グラウンド・ゴルフ大会参加チーム募集

講座名 日 時 定員 内容(持ってくる物、
材料費)

米袋で米
(マイ)バッ
グを作ろ
う！

7/22･29
(水)
10:00～
12:00

12名

米袋をリメイクして
バッグを作ります。
（ハサミ・筆記用具・
定規・のり・クリップ
４個・300円程度）

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会デモンストレーションスポーツ参加者募集
デモンストレーションスポーツで国体に参加しませんか。素敵な国体記念章がもらえます。
参加申込書は、市民スポーツ課または、市ホームページからダウンロードできます。
デモンストレーションスポーツは、高齢者元気度アップ・ポイント事業の対象です。（観覧含む）

〇問合せ
〒899-2192 いちき串木野市湊町1丁目1番地
燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会いちき串木野市実行委員会事務局

（市民スポーツ課国体推進係内）
☎21-5120 FAX36-5228 ホームページhttp://www.city.ichikikushikino.lg.jp/kokutai/index.html

〇場 所 働く女性の家
〇対 象 市内在住又は、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、材料費は実費自己負担）
〇申込み ６月27日（土）までに働く女性の家

(☎32-7130)へお申し込みください。
(受付時間：火曜～土曜 9:00～17:00)

〇託 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。

※新型コロナウイルスの感染状況により、変更もし
くは中止となる場合があります。

新型コロナウイルス感染防止のため延期しておりま
した標記大会を次のとおり開催します。
〇日 時 7月18日（土）9:00開会式

※雨天時は、７月25日（土）へ延期
〇場 所 多目的グラウンド
〇参加資格 本市在住の中学生以上の方

※１チーム５人編成
〇参 加 料 １人500円（当日徴収）
〇申込締切 ７月４日（土）

※チーム名・代表者の住所・電話番号・
選手名を記名しFAX等で申し込んでく
ださい。（様式自由）

〇申込・問合せ 市グラウンド・ゴルフ協会
上迫田守 ☎・FAX 32-3789
笠原 勲 ☎・FAX 33-2885
橋口正己 ☎・FAX 36-3920
萩原直敏 ☎・FAX 36-3217

〇日 時 ７月26日（日）
開始式 10:00 競技開始 10:45
閉会式 14:00

〇会 場 市総合体育館
〇交流の部
・募集人数 100名
・参 加 費 無料
・参加申込 当日申込み
・服 装 等 運動のできる服装 体育館シューズ
〇競技の部・発表の部
一般財団法人少林寺拳法連盟に加盟している拳士
〇申込・問合せ
鹿児島県少林寺拳法連盟デモンストレーション
スポーツ事務局 担当 福田
☎090-3737-9735
メール kago-nishi.fukuda@ae.auone-net.jp
〇申込期間 ６月21日（日）

少林寺拳法
〇日 時 ９月13日（日）

受付開始 12:30 開始式 13:00
競技開始 13:20 閉会式 15:30

〇会 場 市総合体育館
※当日は送迎バスを運行いたします。

〇交流（一般）の部
・募集人数 250名
・参 加 費 無料
・参加申込 市民スポーツ課国体推進係
・服 装 等 運動のできる服装 体育館シューズ
〇会員の部
公益社団法人日本3Ｂ体操協会登録会員

〇申込・問合せ
（公社）日本３Ｂ体操協会鹿児島県支部
担当 立元
☎0994-43-8394（FAX兼用）
メール whjhk018@ybb.ne.jp
〇申込期間 ６月30日（火）
※定員になり次第締め切ります。

３Ｂ体操

いきいき女性講座受講生募集

第４１回いちき串木野市春季親善
グラウンド・ゴルフ大会参加チーム募集

講座名 日 時 定員 内容(持ってくる物、
材料費)

米袋で米
(マイ)バッ
グを作ろ
う！

7/22･29
(水)
10:00～
12:00

12名

米袋をリメイクして
バッグを作ります。
（ハサミ・筆記用具・
定規・のり・クリップ
４個・300円程度）

〇場 所 働く女性の家
〇対 象 市内在住又は、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、材料費は実費自己負担）
〇申込み ６月27日（土）までに働く女性の家

(☎32-7130)へお申し込みください。
(受付時間：火曜～土曜 9:00～17:00)

〇託 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。

※新型コロナウイルスの感染状況により、変更もし
くは中止となる場合があります。

新型コロナウイルス感染防止のため延期しておりま
した標記大会を次のとおり開催します。
〇日 時 7月18日（土）9:00開会式

※雨天時は、７月25日（土）へ延期
〇場 所 多目的グラウンド
〇参加資格 本市在住の中学生以上の方

※１チーム５人編成
〇参 加 料 １人500円（当日徴収）
〇申込締切 ７月４日（土）

※チーム名・代表者の住所・電話番号・
選手名を記名しFAX等で申し込んでく
ださい。（様式自由）

〇申込・問合せ 市グラウンド・ゴルフ協会
上迫田守 ☎・FAX 32-3789
笠原 勲 ☎・FAX 33-2885
橋口正己 ☎・FAX 36-3920
萩原直敏 ☎・FAX 36-3217

デモンストレーションスポーツで国体に参加しませ
んか。素敵な国体記念章がもらえます。参加申込書は、
市民スポーツ課または、市ホームページからダウン
ロードできます。
デモンストレーションスポーツは、高齢者元気度
アップ・ポイント事業の対象です。（観覧含む）

３Ｂ体操
〇日 時 ９月13日（日）

受付開始 12:30 開始式 13:00
競技開始 13:20 閉会式 15:30

〇会 場 市総合体育館
※当日は送迎バスを運行します。

〇交流(一般)の部
・募集人数 250名
・参 加 費 無料
・参加申込 市民スポーツ課国体推進係
・服 装 等 運動のできる服装 体育館シューズ
〇会員の部
公益社団法人日本３Ｂ体操協会登録会員

〇申込期間 ６月30日（火）
※定員になり次第締め切ります。

〇申込・問合せ
（公社）日本３Ｂ体操協会鹿児島県支部
担当 立元
☎0994-43-8394（FAX兼用）
メール whjhk018@ybb.ne.jp

〒899-2192
いちき串木野市湊町1丁目1番地
燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会
いちき串木野市実行委員会事務局
（市民スポーツ課国体推進係内）
☎21-5120 FAX36-5228
ホームページ
http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/kokutai/index.html

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会
デモンストレーションスポーツ参加者募集

７月26日（日）に予定していましたデモンスト
レーションスポーツ・少林寺拳法は、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のため、中止となり
ました。



〇試 験 日 10月11日（日）
〇願書提出期限 ６月30日（火）
〇願書請求方法
窓口で受け取るか郵送で請求します。郵送を希望す
る方は早めに試験係へ請求してください。
〇願書請求・問合せ
鹿児島県社会福祉協議会福祉人材・研修センター
介護支援専門員試験係 ☎099-258-1172
〒890-8517 鹿児島市鴨池新町1－7

県社会福祉センター６階

シンガポールで開催される日本食見本市にいちき串
木野市ブースを設置します。
このブースに出展し、本市の食品の魅力を国際的に
アピールするとともに、海外市場への参入、販路拡大
をめざす企業を募集します。
〇期 日 10月22日(木)～24日(土)
〇場 所 サンテックシンガポール国際展示場
〇出展分野 農産品、水産品、畜産品、加工食品、食

品素材等
〇申込期限 ７月31日（金）
※新型コロナウイルスの感染状況により、延期又は
中止となる場合があります。

〇申込・問合せ 政策課 ☎33-5628
メール seisaku2@city.ichikikushikino.lg.jp

市では65歳以上の市民が、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です。
社会福祉協議会へ事前に電話で申し込んでください。
〇日 時 ６月22日（月）10:00～

受付 9:30～
〇場 所 串木野高齢者福祉センター
〇対 象 者 65歳以上の市民
〇申込締切 ６月15日（月）
※新型コロナウイルスの感染状況により、中止とな
る場合があります。
※説明会は、12月までの毎月第４月曜日に開催（祝
祭日の場合は翌日）。

〇申込・問合せ 社会福祉協議会 ☎32-3183

人事院九州事務局と熊本国税局では、税務職員採用
試験の受験者を募集します。
受験資格等の詳細は国税庁ホームページの試験概要
をご覧いただくか、次までお問い合わせください。
〇申込受付期間
６月22日（月）～７月１日（水）（受信有効）
〇問合せ
人事院九州事務局 ☎092-431-7733
熊本国税局人事第二課試験研修係
☎096-354-6171（内線6046）

伊集院税務署総務課 ☎099-273-2541

〇日 時 ６月21日（日）13:30～15:00
〇場 所 薩摩藩英国留学生記念館ライブラリー
〇内 容 アロマ講座（アロマ化粧水と活用法）

※マスクの着用をお願いします。
〇料 金 1,500円（スイーツ・ドリンク付）
〇定 員 先着20名（要予約）
〇予約期限 ６月17日（水）
〇予約・問合せ 薩摩藩英国留学生記念館

☎35-1865

「食のまち応援商品券」をまだ購入していない方を
対象に８月31日まで市内の飲食サービス業店舗で使
用できるプレミアム100％の商品券の２次販売を行い
ます。ただし、前回申し込みした方は対象外となりま
す。
また、窓口にて先着順(郵送・FAX不可)に販売し、
商品券がなくなり次第終了となります。
「食のまち応援商品券」は１枚額面1,000円の商品
券を500円で、１世帯20枚まで購入できます。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
〇販売期間
６月８日（月）～19日（金） ８:30～17:15
※６月13日（土）は除く
〇販売場所
・市民文化センターロビー（６/８～６/12・６/14)
※14日（日）は窓口を開設します。
・串木野庁舎２階受付窓口（６/15～６/19）
※２次販売は市来庁舎市民課では行いません。
※窓口にて販売を行いますので、購入代金の準備
をお願いします。

〇問 合 せ 水産商工課 ☎33-5638

９

薩摩藩英国留学生記念館カフェ
６月イベント参加者募集

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

Food Japan 2020 参加企業募集

｢食のまち応援商品券」の２次販売について

税務職員採用試験受験者募集介護支援専門員実務研修受講試験
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新型コロナウイルス感染症に関する特
別定額給付金に関連した相談が寄せられてい
ます。
手続きに関して、行政・公的機関、金融機関の職
員が訪問し、通帳やキャッシュカードを預かった
り、電話やメール・SMSで個人情報や暗証番号を
聞き出したりすることは絶対にありません。

行政から委託されたという
業者などからの電話や訪問、
メール・SMSなどには反応
せず、個人情報は教え
ないようにしましょう。
少しでもおかしいと感じた
場合や、トラブルに遭った
場合は、早めにお住まいの
自治体の消費生活セン
ター等にご相談ください
(消費者ホットライン188)。

新型コロナウイルス
給付金を装った詐欺に注意
今後、新たな手口が現れる可能性があります。国民生活
センターでは新型コロナウイルスに関連した情報発信を
行っています（「国民生活センター コロナ」等で検索）。
根拠のないうわさなどに惑わされずに、正確な情報に
基づいて冷静に対応することが大切です。

令和２年度の教科書展示会
〇期 間 ６月12日(金)～６月25日(木)（14日間）
〇時 間 ９:00～19:00
〇場 所 日置市立中央図書館(鹿児島地区日置教科書センター)
※６月16日(火)・18日(木)・25日(木)は、図書館休館日のため、日置市中央公民館ロビー（９:00～17:00）
に展示します。なお、中央図書館には常設してありますので、展示期間外でもご覧いただけます。

〇問合せ
日置市立中央図書館 ☎099-273-6886
学校教育課 ☎21-5127


