
年末年始のごみ収集及び環境センターへの持ち込み
は次のとおりです。

【環境センターへ持ち込む場合】
〇受付時間 9:00～12:00 13:00～16:00
〇注意事項
・29日・30日は大変混雑しますので、持ち込み予
定の方は早めにお願いします。
・場内混雑を避けるため、入場を制限する場合があ
ります。また、入場の際は誘導員の指示に従って
ください。
・ ｢ごみ分別一覧」冊子のとおり分別を済ませてか
ら持ち込んでください。

〇問 合 せ 串木野環境センター ☎32-2388

65歳以上の高齢者を対象に、インフルエンザ予防接
種を協力医療機関で実施しています。
〇対 象 者
・本市に住所があり、接種当日に65歳以上の方
・60歳～64歳で、心・腎疾患等の障害を有するも
のとして厚生労働省令に定める方(身体障害者手
帳１級をお持ちの方)

〇接 種 料 1,200円
※生活保護世帯の方は無料（ただし、事前に福祉課保
護係で免除手続きを行い、接種の際は予診票と資力
証明書を提出してください）
※実施期間を過ぎると全額自己負担（公費負担なし）
〇実施期限 12月31日（木）
※協力医療機関は休診の場合があります。
〇そ の 他
接種を希望する方は、予診票と健康保険証などの身
分証明書を持参してください。体調の良い日に接種す
ることをお勧めします。
法律上、インフルエンザの予防接種を受ける義務は
ありません。自らの意思で、接種を希望する方のみ
接種してください。
〇問 合 せ 串木野健康増進センター ☎33-3450

交通事故等、第三者の行為によってけがをし、国民
健康保険で医療機関にかかる場合、治療費は加害者が
負担するのが原則です。
必ず、「第三者行為による傷病届」を市役所へ提出し
てください。
〇届出に必要なもの
・国民健康保険被保険者証（保険証）
・印鑑
・第三者行為による傷病届
届書は、健康増進課または市来庁舎市民課にあり
ます。
・交通事故証明書
鹿児島県交通安全教育センター内の自動車安全運
転センターで発行します。

※後期高齢者医療制度の加入者（75歳以上）も、同様
の手続きとなります。
〇問合せ 健康増進課 ☎33-5613

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。
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。
〇問合せ 健康増進課 ☎33-5613

11月に実施した結核レントゲン撮影を受診した方
で、12月中旬までに紹介状が届いていない方は、精密
検査の必要はありません。
精密検査の必要な方には、紹介状を送付しますので、
速やかに医療機関で受診してください。
今後も健康の維持・増進を心がけ、年１回は検診を
受けましょう。また、自覚症状がある場合は、早めに
医療機関を受診しましょう。
〇問合せ 串木野健康増進センター ☎33-3450
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今年４月以降にがん検診等を受診していない方を対
象に脱漏検診を実施します。次の申込先へ期限内にお
申し込みください。
〇申 込 先 鹿児島県民総合保健センター

☎099-220-2697（平日9:00～17:00)
〇申込期間 12月７日（月）～17日（木）
〇検診日時 令和３年１月23日（土）・24日（日）

午前中のみ
〇検診場所 串木野健康増進センター
〇検診内容等

(令和３年４月１日時点の年齢)
※受診票等は検診日の１週間前までにお届けします。
※大腸がん検診は郵送検診(令和３年１月発送)を実施
します。すでに郵送希望で申込み済みの方と集団検
診を受診していない方に検査キットをお届けします。
〇問 合 せ 串木野健康増進センター ☎33-3450

ひきこもり状態にある方の家族を対象に「つどい」
を開催します。
同じ悩みを持つ家族同士が経験を語り合い、思いを
分かち合うことで、家族だけで抱えていた不安な気持
ちを和らげ、ほっと一息つけるようなつどいです。
ぜひ、家族同士で気軽に集まってお茶を飲みながら
おしゃべりしてみませんか。
〇日 時 令和３年１月８日（金）14:00～16:00
〇会 場 東市来文化交流センター

日置市東市来町長里3253番地３
〇参加費 無料
〇申込・問合せ
串木野健康増進センター ☎33-3450
伊集院保健所 ☎099-272-6301

風しん抗体保有率の低い世代の男性に対する抗体検
査、予防接種を実施しています。
風しんの発症・蔓延を防止し、市民の皆様の健康を
守るために、早めに受けましょう。
〇対 象 者
いちき串木野市に住民票がある方で、昭和37年４月
２日から昭和54年４月１日生まれの男性
〇抗体検査・予防接種費用
クーポン券を利用した場合、全額公費負担（無料）
となります。
〇クーポン券
・昭和37年４月２日から昭和47年４月１日生まれ
の男性には、令和２年４月にクーポン券を送付し
ています。
・昭和47年４月２日から昭和54年４月１日生まれ
の男性には、令和元年５月下旬にクーポン券を送
付しています。

〇実施期間 令和３年３月31日（水）まで
〇実施機関 風しん追加的対策実施医療機関
〇問 合 せ 串木野健康増進センター ☎33-3450

「国保でHOT情報」では、国保に関する情報や市町
村で行われている健康づくりや生活習慣病予防などの
保健事業の取組を、担当者の声を交えながらわかりや
すく紹介しています。
また、国保・介護保険の制度や仕組みを分かりやす
くお伝えしているほか、医師などの専門家が生活習慣
病の予防や重症化を防ぐ方法などもお伝えしています。
ぜひご覧ください。

〇問合せ 健康増進課 ☎33-5613

税務署での相談は事前の予約をお願いします。
国税について面談による相談を希望する場合や相談
内容により電話等での回答が困難な場合には、事前に
相談日時等を予約いただいた上で、伊集院税務署にお
いて相談を受けています。予約の際には、名前・住所・
相談内容等を伺います。
〇問合せ 伊集院税務署

☎099-273-2541 （自動音声案内）
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ひきこもり家族支援教室のご案内

ＭＢＣ「国保でHOT情報」をご覧ください

風しん抗体検査及び
予防接種はお済みですか

がん検診等の脱漏検診のお知らせ

税務署での相談は事前予約を

検 診 名 対 象 者 自己負担金
子宮頸部 20歳以上の女性 800円

乳がん
(マンモグラフィ)

40歳代の女性 1,200円
50歳以上の女性 700円

乳房超音波検査(マンモグラフィとセットで希望者のみ)
全額自己負担 4,050円

骨粗鬆症 30.35.40.45.50.55
60.65.70歳の女性 300円

胃がん
40歳以上

1,100円
肺がん 300円
腹部超音波 3,700円

毎月第１、第２土曜日 13:54 ～14:00
MBCテレビで放映中



平成18年６月に「拉致問題その他北朝鮮当局による
人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、毎
年12月10日から16日までの１週間を「北朝鮮人権侵
害問題啓発週間」とすることとされました。
拉致問題は、我が国の主権や国民の生命と安全に関
わる重大な問題であり、日本政府は、北朝鮮側から納
得のいく説明や証拠の提示がない以上、安否不明の拉
致被害者が全て生存しているとの前提に立って、被害
者の即時帰国と納得のいく説明を行うよう強く求めて
います。
拉致問題を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問
題は、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされてい
ます。解決のためには、この問題について、関心と認
識を深めていくことが大切です。
〇問合せ
鹿児島地方法務局・鹿児島県人権擁護委員連合会
☎099-259-0684

本市では、令和３年度から７年度までの行政改革に
関する基本的な考え方や取組を実行していくための方
針を定めた「第四次行政改革大綱」の策定を進めてお
り、行政改革推進委員会(民間委員14名)から意見や要
望等の答申を受け、大綱(案)を作成しました。
この大綱(案)に対する皆様のご意見を募集していま
す。
〇募集期限 12月28日（月）
〇閲覧場所
大綱(案)は経営改革課または市来庁舎市民課で閲覧
できます。また、市のホームページからもご覧いた
だけます。
※意見書の様式は自由ですが、必ず住所・氏名を記
入してください。
※意見書は、持参、郵送、FAXまたは電子メールで
提出してください。
※ご意見への個別の回答は行いません。また、ご意
見は、個人情報を除き公開することを前提としま
すので、あらかじめご了承ください。

〇提出先 経営改革課 ☎33-5630 FAX32-3124
電子メール keiei1@city.ichikikushikino.lg.jp

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
(ウッドタウンは２台まで）

・連帯保証人（２人）
〇申込期限 12月21日（月）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 12月25日（金）10:00
市来庁舎 研修室

〇入居予定日 令和３年１月15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）

３

｢北朝鮮人権侵害問題啓発週間」12/10～16 市営住宅入居者募集

北朝鮮当局による人権侵害問題に
対する認識を深めましょう

第四次行政改革大綱（案）に対する
意見を募集しています

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)3DK
水洗トイレ

ウッドタウン
（脳神経外科
近く）

平成16年度
１戸

木造２階建
3LDK

水洗トイレ
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
(２階)3DK
水洗トイレ

日ノ出住宅
（アクアホール
近く）

平成12年度
１戸

耐火４階建
(１階)3DK
水洗トイレ

平成14年度
１戸

耐火４階建
(２階)3DK
水洗トイレ

佐保井住宅
（Ａコープ
大里店近く）

昭和52年度
１戸

耐火２階建
3DK

水洗トイレ
中組住宅

（川上小学校
近く）

昭和56年度
１戸

耐火２階建
3K

水洗トイレ

入居可
但し
60歳以上



障害者控除対象者認定書を、所得税・住民税の申告
時に提示することで、障害者控除または特別障害者控
除が適用されます。
〇対象者（次のいずれにも該当する方）
・身体障害者手帳等の交付を受けていない納税者本
人またはその控除対象配偶者や扶養親族。
・寝たきりや認知症、心身に障がいがあり、その程
度が障がい者に準ずる65歳以上の方。（認定は、
介護保険の要介護認定基準で判断します）

〇注意点
・認定書の即日交付はできません。
・認定書の交付は毎年申請が必要です。
・申請だけでは控除の対象にはなりません。税の申
告時に認定書の提示が必要です。
・状態により控除額が異なります。
〇問合せ
・障害者控除対象者認定の申請
福祉課 ☎33-5619
市来支所市民課 ☎21-5117

・税控除額等 税務課 ☎33-5616

運動期間 12月10日（木）～１月10日（日）
住民の安全・安心な生活を守るため、市内の警察署・
消防本部・海上保安部が連携し、年末年始における各
種犯罪や事件・事故並びに火災を未然に防止すること
を目的に特別警戒並びに地域安全運動を実施します。
年末年始にかけて、人や物の動きが慌ただしくなり、
それに伴い、いろいろな犯罪や事件の増加が懸念され
ます。
また、忘年会や新年会等で飲酒の機会も多くなり飲
酒運転等の交通事故も心配されます。
期間中は警察署、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。
自分たちのまちは自分たちで守るという意識を持ち、
一人ひとりが、身の回りの安全を確認して事件や事故
などの被害に遭わないように心がけて明るい新年を迎
えましょう。
〇運動の重点
・犯罪の未然防止
・子どもと女性の犯罪被害防止及び高齢者の安全対策
・交通死亡事故の抑止及び悪質・危険な運転の根絶
・雑踏事故の防止
・テロの未然防止
〇問合せ いちき串木野地区防犯協会 ☎32-9710

45分コースです。お気軽に受講ください。
〇日 時 12月25日（金）19:15～20:00
〇場 所 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 12月23日（水）までに消防本部救急係へ住

所、氏名、連絡先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、開催場所
の変更または中止になる場合もあります。

〇問合せ 消防本部 ☎32-0119

日置地域農業用廃プラスチック類適正処理推進協議
会では、市来地域の農業用廃プラスチック類を回収し
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。
〇日 時 12月22日（火）８:30～11:00
〇場 所 さつま日置農協北部営農センタ－
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－ルひもで結び、つづら折
りにしてください。
・異物（排出ビニ－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
さつま日置農協市来支所 ☎36-2311
農政課 ☎33-5635

耕作放棄地につばきの苗木を植栽する場合、苗木の
購入費の1/2の補助を受けることができます。
〇補助対象
・市内居住の方または市内に事業所を有する法人
・耕作放棄地につばきを植栽する方
・耕作放棄地の所有者またはその権利を有する方
・苗木を購入して植栽する方
※苗木代の1/2補助で、苗木1本あたり上限300円
の補助です。いくつかの条件がありますので、
補助を希望する方はお問い合わせください。

〇問 合 せ 農政課 ☎33-5635

４

障害者控除対象者認定書の交付 救命入門コース受講者募集

年末年始特別警戒
並びに年末年始地域安全運動

農業用廃プラスチック類の回収
(市来地域)

耕作放棄地につばき苗木を植栽しませんか



５

事業者の皆さまへ！中小企業支援の取り組み
１．新しい生活様式への環境整備支援事業（コロナ対策）
国が示した「新しい生活様式」に対応するため、中小企業・個人事業者等が実施する感染症対策の
費用の一部を補助します。
〇補助対象者 店舗等において、消費者等と接する機会の多い業態の中小事業者等

例）小売業、飲食業、生活関連サービス業、教育・学習支援サービス業等
〇補助対象経費 ・感染症対策事業

消毒液やマスク等の購入、飛沫防止のためのアクリル板等の設置費用
・販促・新サービス展開等事業
キャッシュレス化、テイクアウトやデリバリー事業への取組経費

〇補助内容 補助率 ４／５以内
補助額 １事業者あたり上限10万円（商工団体等上限30万円）
補助対象期間 令和２年４月１日～令和２年12月28日

〇申請期限 12月28日（月）

２．空き店舗等活用補助制度
市内空き店舗(空き家含)を活用し、新規に出店する方の店舗等改装経費と家賃の一部が対象。
〇対象業種 卸売業、小売業、飲食業、理容･美容業、教育･学習支援事業、保険業、医療･福祉事業、

その他市長が特に必要と認める業種
〇補助内容
①改装補助 空き店舗等の改装経費の２分の１補助(上限額20万円、施工については、市内の業

者を利用することが条件)
②家賃補助 最初の半年間は、全額補助(上限額２万円)、７～24か月目まで、２分の１補助(上限

額１万円)。駐車場代は含み、敷金礼金は除く。
※①、②とも大規模店舗内のテナントはその半額

３．商工業者店舗リフォーム補助制度
市内ですでに１年以上販売等を行っている小規模事業者が市内業者を利用して行う店舗のリフォー
ムが対象。
〇対象業種 空き店舗等活用補助制度と同業種
〇補助対象工事 店舗の増築、屋根の張替え等（併用住宅は店舗部分のみ）
〇補助内容 20万円以上の工事で２分の１補助(上限額20万円・国県の補助がある場合は控除)

４．生産性特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」について
市内に事業所を有する中小企業等が、「先端設備等導入計画」を策定し、本市の認定を受け先端設備
等を導入する場合に、税制支援や金融支援等の措置があります。申請に伴う手続等は、市ホームペー
ジをご覧ください。
〇対象となる設備等の種類
機械装置、測定工具及び検査工具、機器備品等（ソーラーパネルの設備も含まれます）
※認定を受けて導入した生産性向上に資する設備投資の固定資産税（償却資産）は、一定の要件を
満たす場合、３年間ゼロとなります。

〇問合せ 水産商工課 ☎33-5638



４市（いちき串木野市、鹿児島市、日置市、姶良
市）合同での企業面談会を開催します。
本市をはじめとする各市の魅力ある企業が多数参加
します。
求職活動をしている皆様の参加をお待ちしています。
〇日 時 令和３年１月11日（月・祝）

13:00～17:00
〇場 所 かごしま県民交流センター

（鹿児島市山下町14-50）
〇問合せ 水産商工課 ☎33-5638

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 12月21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 12月14日（月）
※今年度最後の説明会になります。
※参加する方は、マスクの着用をお願いします。ま
た、体調の悪い方は参加をご遠慮ください。
※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。

〇申込・問合せ 社会福祉協議会 ☎32-3183

本市の「日常」をテーマに「みなと色、ロマン旅」
と題して総合観光サイトをリニューアルしました。
地域情報や店舗情報などの掲載、修正や企業広告も
随時受付中です。
総合観光サイト https://ichiki-kushikino.com
〇問合せ
いちき串木野市総合観光案内所 ☎32-5256

離職者等を対象としたパソコン・基礎科の訓練生を
募集します。
〇訓練内容 パソコンの基礎的な知識・技能の習得・

キャリア支援
〇応募資格 雇用保険受給資格者等
〇定 員 24名
〇訓練期間 令和３年３月９日（火）～６月８日（火）

月曜日～金曜日 ９:20～15:50
〇訓練場所 人・自然の南風川内教室

（薩摩川内市宮内町1826-2）
〇受 講 料 無料
※ただし、テキスト代（8,800円）、訓練生総合保険
（任意3,000円）は自己負担

〇募集期間 12月18日（金）～令和３年２月12日（金）
〇選考日時 令和３年２月24日（水） ９:00
〇試験会場 宮之城高等技術専門校
〇申 込 み 最寄りのハローワーク
〇問 合 せ 県立宮之城高等技術専門校

☎0996-53-0207

創業から経営改善まで、経営者の方のあらゆるご相
談に対して専門家がチーム体制により、無料でアドバ
イス・支援を行い経営課題の解決をお手伝いする、鹿
児島県よろず支援拠点による相談会を開催します（事
前申込み必要）。
〇日 時 令和３年１月７日（木） 10:00～16:00

（毎月第１木曜日に開催予定）
※１事業者につき約１時間の相談になります。

〇場 所 いちき串木野商工会議所（旭町178）
〇申込・問合せ 水産商工課 ☎33-5638

高年齢者（55歳以上）の方が、今まで培ってきた貴
重な技術や資格などの情報を登録する高年齢者人材バ
ンクを設置しています。
人材バンクに登録された情報は市立ハローワークに
おいて求人とのマッチングを行い雇用につなげます。
皆さんの登録をお待ちしています。
〇登録方法
市生涯現役促進協議会へ資格等の必要な情報をご提
供ください。登録用紙は、市役所、図書館、市ホーム
ページ等に準備しています。
〇申込・問合せ
いちき串木野市生涯現役促進協議会 ☎26-1191
水産商工課 ☎33-5638

６

パソコン・基礎科の訓練生募集

よろず支援拠点相談会開催

求職活動をしている皆様へ
４市合同企業面談会を開催します

高年齢者人材バンク登録者の募集
～培ってきた技術や資格を活かしませんか！～

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)

いちき串木野市総合観光サイト
リニューアル！

４市合同企業面談会 検索



令和２年度「税に関する作品」で、次の方が入賞し
ました。おめでとうございます。
〇作文
【伊集院税務署長賞】
羽島中学校 ３年 坂口 陸暉 さん
生冠中学校 １年 甫立 芽依 さん
串木野高校 １年 福岡 詩織 さん
【租税教育推進協議会優秀賞】
生冠中学校 ２年 松田 碧華 さん
〇習字
【租税教育推進協議会優秀賞】
串木野小学校 ３年 中屋 真子 さん
串木野小学校 ６年 前田 叶夢 さん
串木野中学校 ３年 芹ヶ野 紗和 さん
〇標語
【租税教育推進協議会会長賞】
串木野小学校 ３年 岡元 咲季 さん
羽島中学校 ２年 中島 芯 さん
〇絵はがきコンクール特別賞
【最優秀賞】
照島小学校 ６年 南新 琴美 さん
【伊集院税務署長賞】
冠岳小学校 ６年 山内 向日葵 さん
【女性部会長賞】
生福小学校 ６年 松田 采華 さん
【租税教育推進協議会会長賞】
生福小学校 ６年 伊集院 清楽 さん
〇問合せ 税務課 ☎33-5616

串木野駅前広場に、いちき串木野商工会議所青年部
によるイルミネーションを設置します。
〇期 間 12月12日（土）～１月23日（土）予定
お願い 串木野駅前広場は駅利用者の出入りが多い場

所です。車の駐車は、串木野駅前駐車場の利
用をお願いします。

〇問合せ いちき串木野商工会議所青年部 ☎32-2049

串木野駅前駐車場、市来駅前駐車場は時間利用や月
極利用が可能です。
〇利用料金
・３時間以内 無料
・３時間以上 ３時間超５時間毎に100円加算
※月極の利用料金は、㈲東洋ベンディング（指定管
理者 ☎32-0190）へ問い合わせください。

ドイツのクリスマスに欠かせない焼き菓子「レープ
クーヘン」で、お菓子の家を作ってみませんか。
クリスマスツリーに飾るオーナメントも作ります。
〇日 時 12月20日（日）14:00～16:00
〇場 所 いちき串木野市総合観光案内所研修室
〇内 容 お菓子の家（15cm×20cm×20cmH）

クッキー作り
〇参加費 １人2,500円
〇対 象 どなたでも（限定10名）

※小学校４年生以下の方は保護者同伴
〇持参するもの
エプロン、三角巾、市販のお菓子（必要な方）
〇申込・問合せ
いちき串木野市総合観光案内所 ☎32-5256

７

串木野駅前広場のイルミネーション

パティシエと一緒に
｢レープクーヘン～お菓子の家」を作ろう！

配置薬の補充だけのはずが…
高額な健康食品を買うはめに

一人暮らしの母は20年以上前から配置薬を使用し、約３カ月ごとに訪問を受けていた。
先日、今までとは別の担当者が来た。常備薬の補充の後、１瓶約４万円もするサプリメ
ントの勧誘を受け、断っても「10回払いにすればいい」と言われ、配置薬補充代金とは
別に、約３千円を集金されたようだ。 （当事者：70歳代女性）

●配置薬を補充する定期訪問の際に、高額な健康食品を勧誘されたという相談が寄せられています。不
要なら、きっぱりと断りましょう。できれば一人で対応せず、家族など周りの人に同席してもらいま
しょう。
●家族など周りの人は、高齢者の家に頻繁に訪問してくる人がいないか、家の中に多量の未開封の品物
や不明な契約書がないかなど、日ごろから気を配りましょう。
●困ったときは、いちき串木野市消費生活センター等にご相談ください。家族や周りの方が相談する場
合は、できるだけ本人から詳しく話を聞きましょう（消費者ホットライン188）

駅前市営駐車場のご案内

入賞おめでとう ～税に関する作品～
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婚活イベント&事前セミナー参加者募集
市地域女性団体連絡協議会は、独身男女を対象に出会いの応援イベントを開催します。また、イベントの事前
セミナーとして、男性を対象に婚活セミナーを実施します。

〇申込方法 QRコードからWEB申込フォームにて申し込みください。
イベントは申込順です。申込者全員に参加の可否についてメール（メールがない
場合は電話）で連絡します。

〇申込期間 12月７日（月）～令和３年１月15日（金）
〇問 合 せ セミナー 政策課 ☎33-5634

イベント いちき串木野市地域女性団体連絡協議会会長 塩屋 ☎32-0694

働く女性の家いきいき女性講座受講生募集

〇場 所 働く女性の家
〇対 象 市内在住または、勤務している女性を優先し男性の方も受講できます。

親子ふれあい講座は、市内在住の小学生の親子（祖父母も可）が対象です。
〇受講料 無料（ただし、材料費は実費負担）

※当日のキャンセルは、材料費をいただくことがあります。
〇申込み 12月19日（土）までに、働く女性の家(☎32-7130)へ電話で申し込みください。

（受付時間：火曜～土曜、９:00～17:00）
〇託 児 満１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。保険料が別途かかります。

（１歳児については定員３名、対象外の託児については個別にご相談ください）
※新型コロナウイルス感染状況により、変更もしくは中止となる場合があります。

婚活セミナー「スマート男子へ全集中！｣ てぃーたいむとーく（イベント）

日 時 令和３年１月31日（日）13:00～16:00
（受付 12:30～13:00）

令和３年２月11日（木・祝）10:00～15:00
（受付 ９:30～10:00）

場 所 いちきアクアホール いちきアクアホール・いちごハウス木場
対 象 独身男性（年齢不問） 20歳から49歳までの独身の男女
募集人数 30名 各15名（申込順）
参 加 費 無料 2,000円（軽食あり）

内 容
人に好かれるための魅力アップ方法や好感のもて
る服装・髪型などをアドバイスします。
講師 宮之原 明子 氏

いちご狩りやレクリエーションを通して楽しく
交流します。

講 座 名 期 日 時 間 定
員
回
数 講 座 内 容 (持ってくるもの・材料費)

押し絵の手毬 1/12・19・26
(火)

10:00～
12:00

12
名
３
回

押し絵で花を作り、手毬に仕立てます。（はさみ「布
用と紙用をそれぞれ」・スティックのり・ボンド・手
拭き用おしぼり・材料費1,000円）

一貫張
いっかん ば

り 1/29
(金)

10:00～
12:00

12
名
１
回

竹ざるに和紙や布を貼り、その上から柿渋を塗った
ざるを作ります。（エプロン・腕カバー・古いタオ
ル・材料費1,000円）

パソコン入門
(エクセル中級)

1/7～3/18
毎週木曜日

10:00～
12:00

10
名
10
回
実務に活かせるワンランク上のグラフ作成、複数の
シートを使ったデータ作成等（筆記用具・パソコン）

パソコン入門
(ワード中級)

1/7～3/18
毎週木曜日

13:00～
15:00

10
名
10
回
図形を組み合わせた表現力を高めた文書や多彩な
ページ設定の文書の作成等（筆記用具・パソコン）

ドライフラワーの
プチケーキ

1/23
(土)

10:30～
12:00

８
組
１
回
スポンジにドライフラワーを飾り付けて、可愛いプ
チケーキを作ります。（材料費600円）

【いきいき女性講座】

【就業支援講座】

【親子ふれあい講座】


