
毎年５月は「消費者月間」として、全国で消費生活
問題に関する取り組みを行います。

今年は、成年年齢が 18 歳に引き下げられたことを
踏まえ、「考えよう！大人になるとできること、気を
付けること～ 18 歳から大人に～」を統一テーマとし
て掲げます。周囲の大人も含め、消費者トラブルに巻
き込まれないよう、契約は慎重に行い、「だまされな
い消費者」になりましょう。
〇消費生活センターのご案内

　平日の手続きが難しい方は、ぜひご利用ください。
〇開設場所　市民生活課
〇開設予定日時

※予定は変更になる場合があります。市ホームページ
　や防災無線による情報にご注意ください。
〇実施業務
・マイナンバーカード申請
・マイナンバーカード交付
・電子証明書更新、再設定など
※マイナンバーに関する手続き以外はできません。
※手続きには、必要書類（本人確認書類等）があり  
　ます。詳しくは、ホームページでご確認いただくか、
　お問い合わせください。
〇問合せ　市民生活課　☎ 33-5611

　スマートフォンの基本操作や生活に役立つアプリの
利用の仕方について学びましょう。
〇日　時　６月６日、13 日、20 日、27 日、
　　　　　７月４日、11 日（全て月曜日、全６回）
　　　　　Ａ組 10：00 ～ 11：30
　　　　　Ｂ組 13：30 ～ 15：00
〇定　員　各組 10 名
〇会　場　防災センター　２階会議室
〇対象者　市内在住または市内に勤務している方
　　　　　（スマートフォンは各自持参。LINE が使用
　　　　　可能でアプリを追加して使える物をお持ち
　　　　　の方限定）
〇受講料　無料
〇申　込　社会教育課、中央公民館、いちきアクア
　　　　　ホールにある申込書に記入のうえ、備え付
　　　　　けのポストに投函。（FAXでの申し込みも
　　　　　可。氏名、住所、電話番号、年齢、申込講
　　　　　座名、希望時間の組をご記入ください。）
〇締切日  ５月 19 日（木）
※定員を超えた場合は、初心者を優先、または抽選と
　します。申込結果はご本人に５月 24 日頃までに通
　知します。また、申込者が少ない場合は開講しない
　ことがあります。
〇問合せ　社会教育課　☎ 21-5128　FAX 36-5044

　５月 29 日で開催まで 496 日を迎える 2023 年開
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。
〇日 時　５月 29 日（日）８：30 集合、９：00 ～
〇場 所　上名地区周辺
〇集合場所　上名交流センター前麓ふれあい公園
〇駐 車 場　集合場所周辺
〇定 員　100 名
〇申 込　不要（当日受付）
※各自作業ができる服装、熱中症対策等を行ってくだ
　さい。感染症対策のため、マスクを着用してご参加
　ください。
※本活動は高齢者元気度アップ・ポイント事業 対象外
　です。
〇問 合 せ　シティセールス課　☎ 33-5642

　「困った」、「どうしよう」・・・
　訪問販売や電話勧誘など消費生活について
困った時は、ひとりで悩まず、消費生活セン
ターへご相談ください。問題解決のための助
言や情報提供、あっせんなどを行っています。
　　困った時はすぐ相談
　　・消費生活センター　　☎ 33-5638
　　・消費者ホットライン　☎ 188〔　　　　〕

毎年５月は「消費者月間」

シニアのためのスマートフォン講座

国体クリーンアップ活動in上名参加者募集

マイナンバーカード日曜窓口の開設

日　時 曜日 時　間
５月 15 日

日曜日 ８：30 ～ 12：00

６月 12 日
７月 10 日
８月 14 日
９月 11 日
10 月 23 日
11 月 13 日
12 月 11 日

令和５年１月 15 日
令和５年２月 12 日
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　高血圧は自覚症状がほとんどないため、気づかない
うちに血管を傷つけ、脳卒中などの重大な病気を引き
起こす原因となります。
　高血圧予防のためには、ふだんの自分の血圧を知っ
ておくこと、減塩をはじめ、その他の食生活や運動な
ど生活習慣を見直すことが大切です。
　日頃の生活習慣を見直す機会にぜひご利用ください。
〇日　時　５月９日（月）、23 日（月）
　　　　　９：00 ～ 12：00
〇場　所　串木野健康増進センター
〇内　容　血圧測定、検尿、体重・体脂肪測定、栄養
　　　　　相談、みそ汁塩分濃度測定（希望の方は、
　　　　　みそ汁をお持ちください）
※通常の定期健康相談も実施します。
〇問合せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

　新しいお子様の誕生を心待ちにしながら、だれかと
お話したい、癒しの時間をつくりたいと思っている妊
婦さんも多いのではないでしょうか。市では、毎月第
３月曜日にプレママさんのリラックスサロンを開催し
ています。
　仲間づくり、癒しの時間をつくるためにも、ぜひご
参加ください。
〇日時・内容

〇場 所　串木野健康増進センター
〇対 象 者　市内に居住の妊婦さん（妊娠週数 16 週
　　　　　　以降、里帰り先が本市の方も対象）
〇募集人員　10 人（申込多数の場合は抽選）
〇参 加 料　無料
〇申込期限　６月３日（金）
〇申込・問合せ　
　あいびれっじ
　（子育て世代包括支援センター）　☎ 24-8311
※託児については事前にご相談ください。
※配偶者・パートナーとの参加も可能です。申し込み
　の際にお知らせください。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、中止
　となる場合があります。

　次の日程で献血を実施します。ご協力お願いします。
〇日　　時　５月 12 日（木）９：30 ～ 16：00
〇場　　所　市民文化センター
〇献 血 量　400ml
〇献血年齢　18 歳から 69 歳（男性は 17 歳から）
※ただし、65 歳以上の献血は、献血する方の健康を
　考え、60 歳から 64 歳の間に献血経験がある方に
　限ります。
〇体　　重　男性・女性とも 50㎏以上
〇主　　催　公益社団法人串木野青年会議所
　　　　　　串木野ライオンズクラブ
〇問 合 せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

〇追悼式期日　８月 15 日（月）※前日から団体行動
〇場 所　日本武道館（東京都千代田区）
〇対 象 者
　戦没者及び一般戦災死没者の遺族（過去参列してい
　ない方を優先）
　※「次世代への継承」という観点から「18 歳未満
　　　の遺族」についても募集します。
〇申込締切　５月 31 日（火）
〇申込・問合せ　福祉課　　　　　☎ 33-5619
　　　　　　　　市来庁舎市民課　☎ 21-5111

　毎年、生活習慣病の重症化により、心臓病や脳卒
中、腎不全を発症するケースが多く見られているた
め、重症化予防事業を実施します。
〇実施期間　６月～令和５年１月
〇対 象 者（全ての条件を満たす方）
　・市国民健康保険加入者
・糖尿病治療をしている方
・健診結果、診療状況から生活習慣病重症化リスクが
　高い方
〇事業内容
　保健師等の専門スタッフによる情報提供のほか個別
　面談や電話等による保健指導
〇実施方法
　次の事業者への委託により実施します。
　・事業者　株式会社データホライゾン
　　　　　　健康管理部
　・所在地　広島市南区京橋町 1-23
　　　　　　大樹生命広島駅前ビル 2 Ｆ
　・連絡先　☎ 082-258-2256
　対象者には、委託事業者から手紙と電話で事業のご

案内があります。ぜひご参加ください。
〇問合せ　健康増進課　☎ 33-5613

血圧が心配な方の健康相談を実施します 第42回「愛のカーネーション献血」のお知らせ

糖尿病性腎症重症化予防事業を実施します！

全国戦没者追悼式参列希望遺族の募集

プレママさんのリラックスサロン参加者募集

日　時 内　容

６月20日（月）
13：30～15：30

保健師・助産師の話
～産後の過ごし方等～

赤ちゃんへハンカチを作ろう♪
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〇日　時　５月 22 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　市内に住居または勤務（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　５月 20 日（金）までに消防本部へ住所、
　　　　　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、開催の変更
　または、中止となる場合があります。
〇申込・問合せ　消防本部　☎ 32-0119

　５月は、赤十字運動月間です。赤十字会員増強運動
は、市民の皆様に毎年一定の活動資金を納めていただ
くことにより、赤十字事業に参加していただく運動です。
　この活動資金は、災害が起こったときに、被災地へ
お届けする救援物資の備蓄や、被災地で行う医療救護
班の活動等に使われます。また、市内でも、床上浸
水や、火災で被災された世帯に、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）をお届けしています。
　つきましては、町内会や赤十字奉仕団の方々が各家
庭へ赤十字会員加入のお願いに上がりますので、ご協
力をよろしくお願いします。
〇問合せ　社会福祉協議会　☎ 32-3183

　「脳若トレーニング」とは、脳と身体のフィットネ
スです。このトレーニングの楽しさの秘訣は、iPad
を使った脳活性プログラムと多彩なコミュニケーショ
ンです。
※ iPad 初心者の方でも分かりやすく楽しんで操作で
　きるよう、使い方の説明を行いながらトレーニン
　グを実施します。
〇内 容
① iPad を使った認知症予防
　　　　　　　「脳若トレーニング」・・・10 回
※ iPad は市で用意します
②認知症機能及び身体機能検査・・・２回
③自宅で取り組む脳若ノートの配付
④認知症サポーター養成講座
〇開 催 日　６月２日から毎週木曜日
　　　　　　10：00 ～ 11：30
※同様の教室を９月から市来保健センターで開催予定。
〇会　　場　防災センター会議室
〇対　　象　40 歳以上で、計 12 回の教室に参加が
　　　　　　可能な認知症予防に関心のある方
〇定　　員　25 名
※初めて申込の方を優先、申込多数の場合は抽選
〇料　　金　無料
〇申込期間　５月 20 日（金）まで
〇申込・問合せ　地域包括支援センター　☎ 33-5644

　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。
〇日　時　５月 18 日（水）11：00 ～
〇防災行政無線の放送内容

※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、災害とお間違えのないようご注意
　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。
〇問合せ　まちづくり防災課　☎ 33-5631

普通救命講習会の受講者募集

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

　～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です」
～防災行政無線チャイム～

〇講習の対象となる危険物取扱者
　危険物の取扱い作業に従事している危険物取扱者は
次の期限までに受講してください。

（１）継続して危険物の取扱い作業に従事している方
　　　（前回の講習受講日以後における最初の４月１日
　　　から３年以内）

（２）新たに危険物の取扱い作業に従事した方（従事
　　　することとなった日から１年以内）

（３）新たに危険物の取扱い作業に従事した方で、過
　　　去２年以内に免状の交付を受けているか、講習
　　　を受講している場合（免状交付日または前回の
　　　講習受講日以後における最初の４月１日から３
　　　年以内）
〇講習の期日及び開催場所
　７月３日（日）～ 10 月 21 日（金）、県下各地で開催
〇受付期間
　６月１日（水）～ 21 日（火）（土・日曜日除く）
※協会へ持参または封書にて郵送（消印有効）
〇受講申請書の提出場所
　一般社団法人　鹿児島県危険物安全協会
※受講申請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

令和４年度危険物取扱者保安講習

赤十字会員増強運動「脳若トレーニング教室」の開催
～人生100年！脳若でイキイキ！ワクワク！～
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　軽自動車税の納期限は 5 月 31 日です。
　４月１日現在、身体障がい者等の方が所有する軽自
動車などで、次に該当する場合は、軽自動車税の減免
の対象となりますので、申請してください。
　なお、減免の対象となる自動車は身体障がい者等１
人につき１台に限られるため、普通自動車で自動車税
が減免となっている場合、軽自動車で減免は受けられ
ません。
　また、昨年度までに申請した方で、同じ軽自動車を
使用し、住所や障害等級などに変更のない方は、申請
の必要はありません。
〇対象となる軽自動車等

（１）歩行が困難な身体障がい者等の方が所有する軽
　　　自動車等で、主にご自身が運転するもの

（２）歩行が困難な身体障がい者等の方が所有する軽
　　　自動車等で、主にご自身の通学・通院・通所若
　　　しくは仕事などのために、家族など一緒に生活
　　　する方が運転するもの
※身体障がい者で 18 歳未満の方、精神障がい者また
　は知的障がい者と生計を一にする方が所有する軽自
　動車等を含む

（３）歩行が困難な身体障がい者等のみで構成される
　　　世帯が所有する軽自動車等で、主に通学・通院・
　　　通所若しくは仕事などのために、世帯員を常時
　　　介護する方が運転するもの

（４）車の構造が主に身体障がい者等の方が利用する
　　　ためのもの
※「肝臓機能障がい」も減免対象になります。
※下肢障がい６級以上を含み、かつ、異なる部位の障
　がい等級の合算判定の結果、合算後等級が２級以上
　となる場合、生計同一者または常時介護者による軽
　自動車の運転は、減免対象になります。
※身体障害者手帳の級に該当しても、障がいの内容に
　よっては減免が受けられない場合があります。
〇申請期限　５月 24 日（火）　※期限厳守
〇申請方法
次のものをお持ちのうえ、申請してください。
・身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手
　帳等
・当該車両を運転する方の運転免許証
・マイナンバーカードまたは通知カード
・車検証
・軽自動車税納税通知書（納付せずにお持ちください）
・生計同一証明書　※生計同一者が運転する場合
・常時介護証明書　※常時介護者が運転する場合
※生計同一証明書、常時介護証明書は福祉課で発行し
　ます。
〇申請・問合せ　税務課　☎ 33-5616

【空き店舗等活用補助制度】
　市内の空き店舗（空き家含）を活用し、新規に出店
する方へ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、施工は、市内の業者を利用すること）
②家賃補助（駐車場代を含む。但し敷金礼金は除く）
　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）
※①、②とも大規模店舗内のテナントはその半額

【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を
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、屋根の張替え等で市内業者が施工（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その分を控除）
〇問合せ　水産商工課　☎ 33-5638

　例年この時期からキオビエダシャクによるイヌマキ
等への被害が発生しています。枯死に至る場合もある
ので、被害が発生したときは、拡大しないように薬剤
散布等の防除をお願いします。
〇発生時期　５～ 12 月
〇防除方法　幼虫の時期の防除が効果的です。
・少数の場合　木をゆすって落ちた幼虫を捕殺
・大発生の場合　トレボン乳剤4,000倍を散布
※薬剤を散布する際には、近隣等への連絡と、通行人
　や近くの農産物等に飛散しないようご注意ください。
〇問合せ　農政課　☎ 21-5121

　市公共下水道の排水設備等の工事は、市が指定した
指定工事店が行うこととなっています。
　令和４年度の排水設備指定工事店の新規及び継続指
定申請を受け付けていますので、関係書類を添付して、
申請してください。
〇申請期限　５月 31 日（火）
〇申請・問合せ　上下水道課　☎ 21-5157 

市排水設備指定工事店の指定申請受付

軽自動車税の減免申請はお早めに 創業支援等の取り組み

キオビエダシャクの発生と防除
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〇いきいき女性講座

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　５月 12 日（木）～ 19 日（木）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。
　　　　　（１歳児は定員３名、対象外の託児は個別にご相談ください。）
※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。

講　座　名 日　時 回数 定員 講　座　内　容（材料費等）

転写チュールで
作るバッグ

６/14・21（火）
10：00 ～ 12：00

２回 12 名
夏に合う涼しげなバッグを作ります。（ハサミ・
定規・チャコペンシル・材料費 2,500 円）

気になる
アンチエイジング

６/10（金）
10：00 ～ 11：30

１回 12 名
見た目が若い人は体内年齢も若い⁉
脳もからだもアンチエイジングさせて体内年齢
を若返らせましょう。（筆記道具）

気分すっきり！
スローエアロビック

＆
ス　ト　レ　ッ　チ

６/ ９・７/14
８/25・９/８（木）
10：00 ～ 11：00

４回 10 名
椅子を使ってやさしい動きのスローエアロビッ
ク。気分も体も軽くなります。（動きやすい服装・
室内用靴・タオル）

香　り
×

コンディショニング

6/23 （木）
19：30 ～ 20：30

１回 10 名
地元特産サワーポメロのバームを使って、フレッ
シュな香りに癒されながら、手や耳などを優しく
整えましょう。（フェイスタオル・材料費1,000円）

　令和４年度の「所得（課税）証明書」及び「課税（非課税）証明書」は、６月１日（水）から発行します。
　市県民税は、1 月から 12 月の 1 年間の所得に対し、翌年の 6 月に課税されますので「令和４年度」の証明書
は、令和３年１月１日から 12 月 31 日までの所得等の証明となります。
　いつの所得に対する証明書が必要か、事前に証明書の提出先へご確認ください。
　なお、証明書の種類によって記載内容が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
　収入が無い方や遺族年金及び障害年金の収入のみの方などで証明書が必要な場合は、事前に申告が必要ですの
で、税務課または市来庁舎市民課で申告をしてください。
〇発行手数料　１通 200 円
〇持参するもの　本人確認ができる身分証明書（マイナンバーカード、運転免許証など）
〇そ の 他　マイナンバーカードを使って、コンビニでも取得できます。
　　　　　　　ただし、コンビニでの発行は６月１日（水）12 時以降になります。
　　　　　　　郵送での交付申請も可能です。（右の二次元コードから申請書を出力できます）
〇問 合 せ　税務課　☎ 33-5615

働く女性の家いきいき女性講座

令和４年度の所得（課税）及び課税（非課税）証明書の発行は６月１日からです
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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
〇入居時に必要なもの
・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・荒川・浜西住宅は 2 台まで）

・連帯保証人（１人）、緊急連絡先（１人）
〇申込期限　５月 20 日（金）必着
〇抽 選 日　５月 26 日（木）10：00
　　　　　　市来庁舎 2 階研修室
〇入居予定日　６月 10 日（金）から

〇そ　の　他　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。
〇申込・問合せ　都市建設課　☎ 21-5112
　　　　　　　都市建設課土木総合窓口係（串木野庁舎）

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
（１階）２DK

水洗トイレ

入居可
（但し60
歳以上）

ウッドタウン
（脳神経外科
近く）

平成 19 年度
１戸

木造 2 階建
３LDK

水洗トイレ
不可

ひ ばりが丘
団地（だいわ
串 木 野 店 近
く）

平成元年度
2 戸

耐火５階建
（５階）３DK

水洗トイレ
不可

耐火５階建
（２階）３DK

水洗トイレ

荒川住宅　
（ 荒 川 小 学
校近く）

平成 15 年度
1 戸

木造平屋建
３LDK

水洗トイレ
不可

浜 西 住 宅　
（ 羽 島 中 学
校近く）

令和元年度
１戸

耐火２階建
（2 階）３LDK

水洗トイレ
不可

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   
（2 階）３DK

水洗トイレ
不可

市営酔之尾
東 団 地　　

（ 定 住 促 進
住宅 1 階）

昭和 55 年度
１戸

耐火 5 階建  
（１階）３DK

水洗トイレ

不可
（高齢者
住宅 60
歳以上）

〇期　　日　６月５日（日）９：30 ～開会式
〇場　　所　総合体育館
〇試合方法
・個人戦　クラス別（A級・B級・初心者）
　※申込者数によってはクラスが変更になります。
・団体戦　１チーム３人（男女混成も可）
〇参加資格　市内に居住または通勤・通学する中学生
　　　　　　以上の方
〇参 加 料　・個人戦　中学生　　　　　500 円
　　　　　　　　　　　高校・大学生　　700 円
　　　　　　　　　　　社会人　　　　1,000 円
　　　　　　・団体戦　１チーム　　　1,500 円
　　　　　　（当日会場で徴収）
〇申込方法　市卓球連盟事務局へお電話ください。
〇申込期限　５月 27 日（金）
※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。
〇申込・問合せ
　市卓球連盟事務局　大田　☎ 33-5613
　　　　　　　　　　今村　☎ 21-5155
　　　　　　　　　　　　　FAX 33-3300

　市では 65 歳以上の方々が、元気で健康的な生活を
送る為の支援事業として「高齢者元気度アップ・ポイ
ント事業」を実施しています。
　この事業は、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申し込んでください。
〇対 象 者　65 歳以上の市民
〇申込締切　５月 17 日（火）
〇説 明 会　串木野高齢者福祉センター
　　　　　　５月 23 日（月）10：00（受付９：30 ～）
※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。
※今後の説明会は、７、９、11 月は第４月曜日に、
　６、８、10 月は第４火曜日に開催予定。
　（祝祭日の場合は翌日、12 月のみ第３火曜日）
〇申込・問合せ　社会福祉協議会　☎ 32-3183

市営住宅入居者募集

第52回 市内卓球大会

高齢者元気度アップ・ポイント事業参加者の募集
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　子ども達の英語のコミュニケーションの素地・能力
を向上させることを目的に、英語検定補助制度を実施
しています。
〇補 助 額　英検受験料のおおよそ半額
　　　　　　（児童生徒 1 人につき年度内１回のみ）
〇対 象 者　本市在住小・中学生の保護者
〇申請方法
　市内公立中学校の場合、学校で取りまとめて手続き
　をすることができます。それ以外の方は、直接教育
　総務課で手続きしてください。（領収書等が必要）
〇問 合 せ　教育総務課　☎ 21-5126

〇日　時　５月 21 日（土）18：00 ～　※小雨決行
〇内　容　地元野菜販売（荒川交流センター前）、
　　　　　絵画作品展示（荒川小学校体育館）、
　　　　　ホタル見学（荒川川）
※案内に従い荒川川へ移動後、自由にご覧ください。

【絵画作品展示】次の期間に絵画展示を行います。
　・串木野庁舎　５月 27 日（金）～６月２日（木）
　・市来庁舎　　６月３日（金）～６月９日（木）
〇駐車場　荒川小学校ほか
※付近の係員の誘導に従ってください。
〇問合せ　荒川交流センター　☎ 32-8809

　第 45 回いちき串木野市春季親善グラウンドゴルフ
大会を、５月 22 日（日）に開催の予定でしたが、新
型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止します。
〇問合せ　社会教育課　☎ 21-5129

〇演　題　「くすりは正しく使ってこそ薬！」
〇講　師　下

し も だ

田　健
け ん い ち

一氏（串木野つばさ薬局）
〇日　時　５月 21 日（土）17：00 ～ 18：00 頃
　　　　　（受付 16：30 ～）
※混雑するため、お早めにお越しください。
〇場　所　市民文化センター　大ホール
〇対　象　いちき串木野市民（事前申込不要）
　参加希望者は当日はマスク着用、またご来場時に名
　前、連絡先をご記入いただきます。名簿は感染症対
　策のみに使用し、その後破棄します。
〇聴講料　無料
〇質 問　薬に関する質問を事前公募します。質問が
　　　　　ある方はお問い合わせください。
〇質問期限　５月 16 日（月）
〇主催・問合せ
　（公社）串木野日置法人会
　いちき串木野支部　☎ 47-1279
※右の二次元コードよりメールも
　送信できます。

　市では、串木野小学校と串木野中学校に LD・ADHD 通級指導教室を開設しています。この通級指導教室では、
市内の各小学校や中学校からも通級による指導を受けられます。
〇教 室 名　串木野小学校「まなびの教室」、串木野中学校「学び舎」
〇対　　象　小学生・中学生
〇指導内容

（１）LD（学習障害）や ADHD（注意欠陥多動性障害）のある児童生徒一人ひとりが、それぞれのよさを発揮し
　　　ながら、望ましい集団生活の過ごし方を身に付けられるよう、個別の指導の場を設けます。

（２）一人ひとりの課題や悩み等について、個別の計画に基づき、その解消を図ります。
〇指導時間　相談の上、決定します。
　　　　　　（週に１～２回程度、小学生は１回 45 分、中学生は１回 50 分）
〇手 続 き　まず、在籍している小・中学校長に相談してください。
〇問 合 せ　学校教育課　☎ 21-5127

○　文字を書くことや読むことが難しい。
○　落ち着きがない、集中力がない。
○　あまり人と関わらず、一人遊びが多い。
○　気持ちを抑えることが難しい。
○　危ないことへの注意が足りない。

子育てに関するこん
な悩みを抱えていま
せんか？

英語検定受験料の補助

健康セミナーのご案内

第19回荒川ほたるでナイト開催

第45回いちき串木野市春季親善
グラウンド・ゴルフ大会中止のお知らせ

通級指導教室のご案内
～一人ひとりに合った学び方を、一緒に考えていきましょう～

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


