
〇使用開始届
　窓口に届け出てください。代理の方でも手続きでき
　ます。
〇使用休止届　
　引越しの日程が決まったら、２日前までに届け出て
　ください。電話での届出もできます。
※届け出がないと「使用中」とみなし、水道料金・下
　水道使用料をお支払いいただくことになります。
〇問合せ
　上下水道課　　　　　　　　　　　　　☎ 21-5155
　都市建設課土木総合窓口係（串木野庁舎） 　☎ 33-5679

　取り扱う業務は、住民票の異動に伴う転入転出に関
係する業務のみです。なお、窓口開設は、串木野庁舎
のみで、市来庁舎では行いませんのでご注意ください。
〇窓口を開設する日時
　３月 25 日（土）・26 日（日）
　４月１日（土）・２日（日）、各日 8：30 ～ 17：00
〇窓口を開設する課
・市民生活課　☎ 33-5611　・健康増進課　☎ 33-5613
・税務課　　☎ 33-5616　・長寿介護課　☎ 33-5673
・子どもみらい課　☎ 33-5618　・福祉課　☎ 33-5652
・都市建設課土木総合窓口係（水道関係）　☎ 33-5679
〇問合せ　総務課　☎ 33-5625

　串木野浜競馬大会が 4 年ぶりに開催されます。
〇日　時　４月 23 日（日）9：30 ～ 15：00
〇場　所　照島海岸
〇内　容　
・予選レース　10：00 ～ 12：00
・決勝レース　13：00 ～ 15：00
・地元物産展　　9：30 ～ 15：00
※時間・内容は変更になる場合があります。
※詳細は 3 月 20 日号広報紙でおしらせします。
〇問合せ　シティセールス課　☎ 33-5640

　住所の異動届は、国民健康保険や国民年金の資格確認などにつながる大切な手続き
です。また、マイナンバーカードの住所等は、最新のものにする必要があります。卒
入学、就職、転勤等による引越しで住所を異動する方は、必ず届出を行ってください。
〇異動届の種類、期間等

※２月６日から、「転出届」はマイナンバーカードを使用すれば、マイナポータルを通じて
　オンラインで提出できるようになりました。原則、来庁する必要がなく、自宅等から手続き
　ができます。
〇問合せ　市民生活課　☎ 33-5611　市来庁舎市民課　☎ 21-5111

引越すときは水道の開始・休止届を忘れずに

引越すときは住所の異動届を忘れずに

第63回串木野浜競馬大会開催

異動シーズンの土曜日・日曜日窓口開設

異動届の種類 届出の期間 必要なもの

転出届
本市から他の市町村へ
引っ越しするとき

新しい住所に住む予定日
の14日前から

・来庁する方の本人確認書類（運転免許証等）
・マイナンバーカード、住民基本台帳カード
　（所有者のみ）
・在留カード（外国人の場合）
・転出証明書（転入の場合）
・委任状（代理人による手続きの場合のみ。同
　世帯員か法定代理人が手続きする場合は不要）

転入届
他の市町村から本市へ
引っ越したとき

新しい住所に住んだ日
から14日以内
（新しい住所に住む前に
手続きはできません）転居届 市内で引っ越したとき
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　市では 65 歳以上の方々が、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、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
お申し込みください。
〇対 象 者　65 歳以上の市民
〇申込締切　3 月 20 日（月）
〇日時・場所　
・３月 27 日（月）、29 日（水）10：00 ～
　串木野高齢者福祉センター
・３月 28 日（火）、30 日（木）10：00 ～
　市来庁舎　２階研修室
※受付は、9：30 ～（２会場とも）
〇申込・問合せ　社会福祉協議会　☎ 32-3183

　「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現
をめざして、国・地方公共団体・関係団体では、３月
に自殺対策強化月間の普及啓発を行います。
　「悲しい」「つらい」「苦しい」「助けて」の声だけで
なく、「いつもとちょっと様子が違う」サインに気づ
くことが大切です。「耳を傾けて聴き」、「労い」、「温
かく見守って」、必要な支援機関につなぎましょう。
【支援機関一覧】
〇こころの健康相談統一ダイヤル
　☎ 0570-064-556
〇さまざまな支援情報を検索できるサイト
　支援情報検索サイト　で　検索
〇子供（こども）の SOSの相談窓口
　☎ 0120-0-78310
〇よりそいホットライン（24時間対応）
　☎ 0120-279-338　FAX 03-3868-3811
〇公認心理師による相談（予約制）
　毎月第２か第４月曜日　9：00 ～ 12：00
　串木野健康増進センター　☎ 33-3450
〇心の健康相談
　串木野健康増進センター　☎ 33-3450
　（土、日、祝日を除く 8：30 ～ 17：15）

　令和５年度のがん検診等を受診希望する方は必ずお
申し込みください。
〇検診の種類
・胃がん・肺がん・大腸がん・腹部超音波
・子宮頸がん・乳がん・骨粗鬆症・肝炎ウイルス
・前立腺がん
〇申込締切　３月 10 日（金）
〇申込方法　次の①、②のいずれか
①電子申請
　右の二次元コードまたは、市ホーム
　ページよりお申し込みください。
②郵送または窓口
　既にお届けしている希望調査書にご記入のうえ、同
　封の返信用封筒でポストに投函してください。
〇申込・問合せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

　毎年３月 11 日から４月 10 日は「危険ドラッグ・
シンナー等乱用防止強調月間」です。
　危険ドラッグを乱用すると、おう吐やけいれん、意
識消失などが起き、死に至ることもあります。また、
精神に影響を及ぼし、自分の意志で乱用をやめること
ができなくなる可能性もあります。危険ドラッグは大
変危険な薬物なので、好奇心などから安易に手を出し
ては絶対にいけません。
　家庭、学校、地域などそれぞれの立場で危険ドラッ
グ等の薬物乱用防止に努めましょう。
〇問合せ　伊集院保健所　☎ 099-273-2332

〇日　時　３月 26 日（日）10：00 ～ 12：00
〇場　所　消防本部　2 階会議室
〇定　員　20 名
〇対象者　市内に居住または勤務（在学）している
　　　　　小学生高学年以上の方
〇受講料　無料
〇申　込　3 月 23 日（木）までに消防本部
　　　　　（☎ 32-0119）へ住所、氏名等をお知らせ
　　　　　ください。

　医師等免許の申請・交付手続きを串木野健康増進セ
ンターで実施しています。
〇申請・交付手続きできる免許
・医師　・歯科医師　・診療放射線技師
・理学療法士　・作業療法士　・臨床検査技師
・衛生検査技師　・視能訓練士
〇問合せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

３月は自殺対策強化月間です各種検診等希望調査書について

危険ドラッグ・シンナー等乱用防止強調月間

普通救命講習会の受講者募集

医師等免許の申請・交付手続き

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）
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〇対 象 者　次の①、②いずれかに該当する方（世帯）
①新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生
　計維持者の事業収入や給与収入等の令和４年中の金
　額が令和３年中と比べて 10 分の３以上減少した被
　保険者（国保は世帯）
※ただし、主たる生計維持者の令和３年中の所得が
　１千万円を超える場合（国保・後期）や収入減少が
　見込まれる種類の所得以外の合計額が 400 万円を
　超える場合は対象外です。
②新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持
　者が死亡または重篤な傷病を負った被保険者
　（国保は世帯）
〇減免対象　令和４年度全期分の保険税（料）
〇申請期限　３月 31 日（金）
※申請書等詳しくは、右の二次元コード
　を読み取りご覧ください。
〇問 合 せ　税務課　☎ 33-5616

　令和６年４月１日から、不動産の相続登記の申請が
義務化されます。
　相続登記がされていないことにより所有者が直ちに
判明しない土地は、管理や利用が難しいため、公共事
業や復旧・復興事業の妨げとなったり、隣接する土地
に悪影響を及ぼしたりするなど、様々な問題が生じて
います。
　この「所有者不明土地」の問題の解消に向けて、不
動産の登記に関するルールが大きく変わり
ます。詳しくは、右の二次元コードから
法務省ホームページで確認、またはお近
くの法務局にお問い合わせください。
〇問合せ　鹿児島地方法務局川内支局　☎ 22-2300

　国民年金の強制加入は、60 歳までですが、60 歳以
上 65 歳未満の 5 年間、加入可能年数 480 月になる
まで、国民年金に任意で加入し、65 歳から受け取る
老齢基礎年金を増やすことができます。
〇加入条件　次のいずれかに該当する方
・日本国内に住所を有する 60 歳以上 65 歳未満の方
　（ 60 歳の誕生日の前日より任意加入できます ）
・老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方
・20 歳以上 60 歳未満までの保険料の納付月数が
　480 月未満の方
・60 歳以降に厚生年金に加入していない方
・日本国籍を有しない方で在留資格が特定活動「医療
　滞在」「観光等を目的とする長期滞在」以外の方
※年金の受給資格期間（納付月数 120 月）を満たし
　ていない 65 歳以上 70 歳未満の方も加入できます。
※外国に居住する日本人で 20 歳以上 65 歳未満の方
　も加入できます。
※手続きした月からの加入となります。
〇申込・問合せ　市民生活課　☎ 33-5612

　人事院と熊本国税局では、国税専門官採用試験（大
学卒業程度）の受験者を募集します。
　受験資格等の詳細は右の二次元コードを読み取るか、
人事院等へお問い合わせください。
〇申 込
　右の二次元コードからお申し込みください。
※インターネット申し込みができない場合は、お問い
　合わせください。
〇申込期間　３月 20 日（月）まで（受信有効）
〇試 験 日　６月４日（日）
〇問 合 せ
　人事院人材局試験課　　☎ 03-3581-5311
　熊本国税局人事第二課　☎ 096-354-6171

　軽自動車等の種別割（軽自動車税）は、毎年４月１
日現在の所有者または使用者に課税されます。次の場
合は、必ず３月 31 日（金）までに手続きをしてくだ
さい。
　なお、期日までに届け出のない場合は、引き続き令
和５年度も課税されます。
〇手続きが必要な時
・軽自動車等を廃車または譲渡した時
・所有者または使用者が死亡した時
・転入や転出等で住所変更をする時
〇手続きする場所
・125cc 以下の原動機付自転車、小型特殊自動車…
　市税務課
・125cc を超える二輪車…鹿児島運輸支局
・上記以外の軽自動車…軽自動車検査協会
※手続きに必要な書類等はお問い合わせください。
〇問合せ　税務課　　　　　　☎ 33-5616
　　　　　鹿児島運輸支局　　☎ 050-5540-2089
　　　　　軽自動車検査協会　☎ 050-3816-1761

国民年金任意加入制度 国民健康保険税・介護保険料・
後期高齢者医療保険料の減免

「相続登記」の申請が義務化されます！
～なくそう所有者不明土地～

国税専門官採用試験受験者募集 軽自動車等の廃車・異動の
手続きはお済ですか
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　３月１日（水）より次の手続は、マイナンバーカー
ドを利用して、マイナポータルから電子申請ができま
す。その他の手続きや申請時に必要なものなどは、下
の二次元コードからご確認ください。
〇子育てに関する申請や利用等
・児童手当等認定請求　外 10 件
・児童扶養手当の現況届
・保育施設等の利用申込
・妊娠の届出
〇介護に関する申請や利用等
・介護保険要介護・要支援認定の申請　外７件
〇被災者支援に関する申請
・罹災証明書の発行申請
※一部の手続は面談が必要であり、来庁していただか
　ないといけない場合があります。

　漏水による水道料金の減額は、地下配管などとなっ
ていますが、１月の寒波による凍結漏水については、
特例として地上にある給湯器の配管等の漏水による水
道料金・下水道使用料を減額します。
〇対象条件
・今回の寒波による凍結漏水であること
・１月の使用水量を含む水道料金請求が、直近の３回
　の検針の合計水量の平均より 11㎥以上多いこと
・漏水修理が済んでいること
※偶数月検針地区は 2 月検針、奇数月検針地区は３
　月検針時のお知らせ票をご確認ください。
〇減免措置　次の数量にかかる料金が減額されます。
・水道料金…漏水量から 10㎥を引いた数量の 1/2
・下水道使用料…漏水量全量
〇申請に必要なもの
・申請書等（市の窓口、ホームページにあります）
・漏水修理を証明するもの
　①業者で修理した方
　　…修理証明書または領収書（請求書）
　②自分で修理した方…確約書（市の窓口にあります）
〇申請期限　3 月 31 日（金）必着
〇申請・問合せ
　上下水道課　　　　　　　　　　　　　☎ 21-5155
　都市建設課土木総合窓口（串木野庁舎）　☎ 33-5679

　安心して水道水を使用していただくため、令和５年
度水質検査計画書（案）を策定しました。市内６か所
で閲覧できますので、皆様のご意見をお寄せください。
〇閲覧場所
・市来庁舎（上下水道課）
・串木野庁舎（土木総合窓口）
・羽島交流センター　・荒川交流センター
・冠岳交流センター　・生福交流センター
〇閲覧期間および時間
　３月 13 日（月）～ 24 日（金）8：30 ～ 17：00
　※土・日・祝日を除く。
〇問合せ　上下水道課　☎ 21-5156

　敷地内の給水管漏水は所有者負担での修理となって
いましたが、令和５年度から１回に限り宅地内の第１
止水栓（水道メーター）までは上下水道課で修理を行
うことになりました。
　詳しくは、右の二次元コードから市ホームページを
ご覧になるか、お問い合わせください。
〇問合せ　上下水道課　☎ 21-5156

〇課題
・ポスター…様々なかたちの防犯ボランティア活動
・標語…暴力団排除の徹底
　～振込め詐欺の「受け子」等にならないために～
・青パト写真…青色回転灯装備車が活躍中の写真
〇応募要領
・ポスター…四切サイズのヨコ描き
・標語…郵便ハガキ、または「指定用紙」に縦書き
　　　　一人１点のみ
・青パト写真…カラープリント A4 サイズ
　　　　　　　一人５点まで
〇応募締切　６月１日（木）必着
〇入賞・表彰　
　最優秀賞１名、優秀賞若干名に表彰状・副賞
※応募資格は不問。詳細はお問い合わせください。
〇送付先　（公財）鹿児島県防犯協会
　　　　　〒 890-8566　鹿児島市鴨池新町 10-1
〇問合せ
　（公財）鹿児島県防犯協会　　☎ 099-259-7884
　いちき串木野地区防犯協会　☎ 32-9710

子育て・介護等の行政手続が
電子申請で行えるようになります

寒波による水道料金等の減額

令和5年度水質検査計画書（案）の公表

敷地内漏水の修理負担区分が変わります

令和5年全国地域安全運動
ポスター・標語等募集
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　・浄化槽は、適正な清掃を実施することにより、浄化槽の機能を十分に発揮させることができます。
　・浄化槽清掃（汲み取り）は、浄化槽の機能を十分に発揮させるために、槽内の汚物や異物や汚泥等浄化槽機能
　に支障となるものを取り除き、各槽内の洗浄を行う作業です。
　年１回以上（全ばっ気方式は６か月に１回以上）の清掃が義務づけられています。（浄化槽法第 10 条第１項）

〇浄化槽清掃料
　浄化槽の種類と大きさ毎の基本料金と汲み取った汚泥量で計算した汚泥汲取手数料との合計に消費税を加えた
額となります。
　浄化槽清掃料＝基本料金＋汚泥汲取手数料＋消費税

※１　一般家庭用の基本料の一例です。
※２　一定の金額でなく、汚泥汲取量で計算します。
〇問合せ　いちき串木野市・日置市衛生処理組合　☎ 32-3612 

浄化槽の種類 基本料金（※１） 汚泥汲取手数料（※２）

単独処理浄化槽

５人槽 2,525 円

　汚泥の汲取量
・150ℓまでは 1,125 円
・150ℓ以上は 10ℓ当り 75 円

７人槽 2,695 円

10 人槽 2,950 円

合併処理浄化槽

５人槽 2,525 円

７人槽 3,535 円

10 人槽 5,050 円

環境汚染防止のため、浄化槽の適正な清掃にご協力ください

　10 月１日から、インボイス制度が始まります。
　インボイス制度（適格請求書等保存方式）とは、買手が仕入額控除を適用するためには、原則として売手から
交付を受けたインボイス（適格請求書）を保存する必要がある方式です。
　これに伴い、売手は、10 月１日からインボイスを交付するために、登録申請手続を行う必要があります。
　伊集院税務署では、事業者の皆様にインボイス制度への理解を深めていただくとともに、それぞれの事業者に
応じた対応や準備を進めていただけるよう、説明会及び登録申請相談会を開催しますので、ぜひご参
加ください。
　詳しくは、国税庁（熊本国税局）のホームページまたは右の二次元コードを読み取りください。
〇インボイス制度説明会及び登録申請相談会

〇申 込　伊集院税務署調査部門法人または個人担当に電話でお願いします。
※次のものを持参すれば、e-Tax による登録申請ができます。
・スマートフォン　・マイナンバーカード（暗証番号）　・利用者識別番号及び暗証番号がわかるもの
〇問合せ　伊集院税務署　調査部門法人担当　☎ 099-273-2563　調査部門個人担当　☎ 099-273-2543

適正な浄化槽清掃のお願い

インボイス制度説明会及び登録申請相談会の開催

開催日時 場所 定員

３月13日（月）13：30～

伊集院地区公民館

大ホール

日置市伊集院町

下谷口1860番地

各回50名

３月16日（木）13：30～

３月20日（月）13：30～

３月23日（木）13：30～

３月27日（月）13：30～

３月30日（木）13：30～
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〇フェリー（串木野港発着） 〇高速船（川内港発着）

港名

フェリー便（フェリーニューこしき）

１便 2便

上り 下り 上り 下り

串木野 10：20着 11：15発 16：05着 16：30発

↑ ↓ ↑ ↓

里
9：05発
8：45着

12：30着
12：50発

↑
17：45着
17：50発

↑ ↓ ↑ ↓

長浜 7：45発 13：50着 14：20発 18：50着

港名

高速便（高速船 甑島）

１便 2便

下り 上り 下り 上り

川内 8：50発 11：40着 14：30発 17：20着

↓ ↑ ↓ ↑

里
9：40着
9：45発

↑ ↓
16：30発
16：25着

↓ ↑ ↓ ↑

長浜 10：25着 10：30発 15：40着 15：45発

　４月１日（土）より、串木野・川内～甑島航路（フェリー、高速船）の運航ダイヤは次のとおり改正されます。
それに伴い、バスの鹿児島・串木野新港線、串木野新港線の運行ダイヤも改正されます。

〇問合せ
・甑島航路について　甑島商船㈱（フェリー）　　☎ 32-6458　　　　甑島商船㈱（高速船）　☎ 41-5100
・バスについて　　　鹿児島交通鹿児島営業所　☎ 099-247-2334　川内営業所　　　　　　☎ 23-3181

〇鹿児島・串木野新港線（高速バス「こしきじま号」）
・鹿児島⇒串木野新港　※省略バス停有り

・串木野新港⇒鹿児島　※省略バス停有り

〇串木野新港線（バス）
・串木野駅⇒串木野新港 ・串木野新港⇒串木野駅

平日・土曜ダイヤ（変更なし）
鹿児島駅 15：00
天文館⑥ 15：05
鹿児島中央駅【東⑦】 15：10
高速伊集院 15：35
大原 15：53
市民会館前 15：54
本町（遊眠館栄光前） 15：58
串木野新港 16：05

平日・土曜ダイヤ
串木野新港 10：35
本町（相信前） 10：42
市民会館前 10：46
大原 10：47
高速伊集院 11：04
鹿児島中央駅【東⑱】 11：30
天文館③ 11：35
鹿児島駅 11：40

日祝ダイヤ
鹿児島駅 9：15 15：00
天文館⑥ 9：20 15：05
鹿児島中央駅【東⑦】 9：25 15：10
高速伊集院 9：50 15：35
大原 10：08 15：53
市民会館前 10：09 15：54
本町（遊眠館栄光前） 10：13 15：58
串木野新港 10：20 16：05

日祝ダイヤ
串木野新港 10：35 16：30
本町（相信前） 10：42 16：37
市民会館前 10：46 16：41
大原 10：47 16：42
高速伊集院 11：04 16：59
鹿児島中央駅【東⑱】 11：30 17：25
天文館③ 11：35 17：30
鹿児島駅 11：40 17：35

第１便 第２便
串木野駅 10：48 16：00
串木野 10：49 16：01
大原 10：49 16：01
ロータリー前 10：50 16：02
本町（遊眠館栄光前） 10：53 16：05
浜町 10：54 16：06
新潟 10：55 16：07
串木野新港 11：00 16：12

第１便 第２便
串木野新港 10：35 16：20
新潟 10：40 16：25
浜町 10：41 16：26
本町（まちなかサロン前） 10：42 16：27
ロータリー前 10：45 16：30
大原 10：46 16：31
串木野 10：46 16：31
串木野駅 10：47 16：32

串木野・川内～甑島航路（フェリー、高速船）の運航ダイヤ改正と
鹿児島・串木野新港線、串木野新港線（バス）のダイヤ改正
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　水田で加工用米、飼料作物、野菜等を生産・販売し
た方を対象に国から交付金が交付されます。
　交付申請をする方は会場までお越しください。初め
て申請を希望する方は、事前に農政課までご連絡くだ
さい。
〇日　程
・３月 16 日（木）10：00 ～ 16：00
　市来庁舎　１階会議室
・３月 17 日（金）10：00 ～ 16：00
　串木野庁舎　地下大会議室
〇交付金の額（一部抜粋）※単価変動あり

〇問合せ　農政課　☎ 21-5121

　市国際交流協会では、本市の多文化共生社会を推進
するため外国人住民を支援する、日本語サポーターを
募集します。この機会に、外国人住民と触れ合い、日
本語学習者のサポートをしてみませんか。
〇登録要件等
・外国語能力は問いません
・18 歳以上の日本人もしくは日本語が堪能な県内在
　住外国人
・異文化交流や日本語教育に関心があり、ボランティ
　ア活動を理解されている方
・LINE をご利用の方（スケジュール管理用）
【～ご登録いただいた方～】
　「日本語サポーター養成講座」及び「外国人のため
　の日本語・日本理解講座」を受講いただきます。
〇講 座　月１回程度（年間を通じて全 10 回程度）
〇場 所　防災センター会議室
〇定 員　10 名　※定員に達し次第、締切
〇講 師　神村学園専修学校　日本語教師
〇申込締切　3 月 24 日（金）
〇申 込　
　メールまたは Google フォーム
　（右の二次元コード）から、氏名、
　年齢、住所、電話番号、メール
　アドレスをお知らせください。
〇問 合 せ　企画政策課　☎ 33-5628
　メール　seisaku1@city.ichikikushikino.lg.jp

　レクリエーションダンス協会では、レクリエーショ
ンダンスを通して健康づくりと仲間づくりを行ってい
ます。
　今回、第 15 回発表会の記念行事として、各種団体
がデモンストレーションを行います。皆様の多数のご
来場をお待ちしています。
〇日　時　３月 19 日（日）13：00 ～ 15：00
〇場　所　いちきアクアホール
〇問合せ　レクリエーションダンス協会会長　黒木　
　　　　　☎ 36-4394

　働く女性の家で、自主活動しているグループが日頃
の学習成果を発表する「女性の家まつり」を開催しま
す。ぜひご来館ください。
〇日時　3 月 15 日（水）～ 18 日（土）
　　　　9：00 ～ 17：00（最終日のみ 15：00 まで）
〇会場　働く女性の家
〇内容（作品展）
　書道、古布パッチワーク、アメリカンキルト、
　華道、洋裁、エコクラフト、七宝焼き、袋物、
　革小物　など
〇問合せ　働く女性の家　☎ 32-7130

　10 月に開催の燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大
会に向けて、本市を訪れる方々を気持ちよくお迎えす
るための「ごみ拾い」ボランティア活動を実施します。
観音ヶ池周辺の桜を見ながらのお花見ごみ拾いに参加
してみませんか。
〇日 時　３月 26 日（日）8：00 ～（7：30 集合）
〇場 所　観音ヶ池健康の森公園
〇集合場所　観音ヶ池市民の森交流センター横
　　　　　　（キャンプ場）
〇駐 車 場　観音ヶ池市民の森駐車場
〇定 員　100 名（当日受付）
〇問 合 せ　シティセールス課　☎ 33-5642

令和５年度水田転作交付金の申請受付

第15回市レクリエーションダンス記念発表会

働く女性の家まつり

令和５年度日本語サポーター募集

国体クリーンアップ活動
～お花見ごみ拾い～参加者募集

対象作物 10aあたり単価（予定）

加工用米（焼酎麹用米） 46,500円

WCS用稲 81,000円

飼料作物 36,600円

二毛作助成

（麦・飼料作物・野菜等）
7,000円

野菜・花き（基幹）
※地域重点振興作物の野菜

　花きは、別途加算あり
5,200円
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〇いきいき女性講座　講座の募集や制作予定の作品、活動の様子はインスタグラムでもご覧になれます。

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。
〇受講料　無料（ただし、材料費は実費自己負担）※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　３月 11 日（土）～ 17 日（金）までに働く女性の家（☎ 32-7130）へ電話で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 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。
　　　　　対象外の託児はご相談ください。

講　座　名 日　 時 回数 定員 講　座　内　容（材料費等）

キッチン帽子
4/5（水）

9：30 ～ 11：30
１回 12 名

片手でも簡単に被れるリバーシブルの帽子を作
ります。（50㎝× 60㎝生地表裏用各 1 枚）

三連節句の壁飾り
4/11・18・25

毎週火曜日
10：00 ～ 12：00

３回 12 名
鯉のぼりや兜などの可愛い輪飾りを作ります。

（縫い糸・ハサミ・定規・チャコペンシル・材
料費 1,500 円程度）

あなたに似合うを
見つける

ファッション講座

4/12（水）
10：00 ～ 12：00

１回 10 名
今回は、顔の雰囲気に合うテイストがわかり、
素敵に見える方法がわかる診断です。（顔全体
が映る手鏡）

　県国際交流協会では、県内の青少年の国際協力に対
する理解を深め、国際性豊かな人材の育成を図ること
を目的として、青少年を対象に、アジアの発展途上国
に隔年派遣を行っています。
　参加希望の中高生を、次の要領で募集します。

【事業概要】
〇実施時期　７月 23 日（日）～ 30 日（日）
　　　　　　※期間については変更になる場合有
〇派 遣 国　マレーシア
〇募集人数　２名
〇費用負担　参加者一人当たり５万円
　　　　　　（実費 20 万円のうち、４分の３を市国
　　　　　　際交流協会から助成します）
〇研修内容　農村交流、ホームステイ、青年海外協力
　　　　　　隊員の活動視察等

【応募要項】
〇参加資格　①、②いずれにも該当する方
①中学校・高校等に在学中で、本人または保護者が本
　市に住所を有する方
②保護者及び学校長の承諾があり、かつ派遣国に渡航
　未経験者である方
〇申込方法　
　申込用紙に、作文（原稿用紙 2 枚程度）を添えて
　事務局へ提出すること。申込用紙は、県国際交流協
　会ホームページからダウンロードできます。
〇応募締切　４月 14 日（金）
〇選抜方法　応募者多数の場合は、書類選考
〇問 合 せ　市国際交流協会事務局　☎ 33-5628

　春の季節、かわいい容器にお好みの多肉植物の苗を
植え、寄せ植えを作ります。育てて眺めて癒されま
しょう。
〇日　時　４月 21 日（金）13：30 ～ 15：00
〇場　所　中央公民館　１階会議室
〇定　員　10 名（市内在住、または勤務している方）
〇受講料　無料（材料費は自己負担 1,000 円程度）
〇申　込　次のいずれか
・右の二次元コードから
・市ホームページから
・社会教育課、中央公民館、アクア　
　ホールにある用紙に記入して、
　ポストに投函してください。
・氏名、住所、電話番号、年齢、申込講座名を記入し、
　FAX（36-5044）で申し込み。
※電話での申し込みは受け付けていません。
〇締　切　３月 20 日（月）
※定員を超えた場合は、締切後、抽選をします。申込
　結果はご本人に４月３日頃までに通知します。
※申込者が少ない場合は開講しない場合があります。
〇問合せ　社会教育課　☎ 21-5128

働く女性の家いきいき女性講座

第30回県青少年国際協力体験事業
参加者募集

多肉植物の寄せ植え講座

8 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）0996-32-3111（FAX）0996-32-3124

ホームページ：http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/
Eメール：info@city.ichikikushikino.lg.jp


