
　本市 LINE 公式アカウントの普及と、新型コロナウ
イルス感染症の影響で売り上げが減少し、経営に苦慮
している市内飲食店の支援のため、市独自の LINE クー
ポンを発行します。
〇利 用 期 間　８月１日（月）～ 10 月 30 日（日）
　毎週月曜日クーポン配信。使用期限 1 週間。
　※発行上限に達した場合は、その時点で発行終了。
〇発 行 枚 数　52,000 枚
〇割 引 額　１クーポン 500 円（税込 1,000 円以
　　　　　　　上の利用につき 500 円割引）
〇配信対象者　本市 LINE 公式アカウントを友だち登
　　　　　　　録した方
※本市 LINE 公式アカウントの友だち登録
　は右の二次元コードからできます。
〇使用可能店舗　登録された市内飲食店
〇問 合 せ

（LINE クーポン）水産商工課　　　　　☎ 33-5638
（店舗登録）いちき串木野商工会議所　　☎ 32-2049
　　　　　　市来商工会　　　　　　　　☎ 36-2145

〇期 間　７月 21 日（木）～８月 31 日（水）
　　　　　※７月 21 日（木）は無料開放します。
　　　　　　その他、スーパーボールつかみ取り等の
　　　　　　特別イベントを開催します。
〇時 間　９：00 ～ 18：00
〇入場料　幼児・見学者　無料
　　　　　小中学生 110 円、大人 220 円
　　　　　※幼児は、オムツ・プール用オムツ不可。
　　　　　※見学者はプール内に足はつけられません。
〇問合せ　B&G 海洋センター　☎ 32-8994

　いちき串木野市市民プール（湊町１丁目 99 番地）は、
施設の老朽化により令和４年３月末をもって廃止とな
りました。
　今後は、長崎鼻海水プールをご利用ください。
〇問合せ　シティセールス課　☎ 33-5642

　新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少し、経営に苦慮している市内事業所の事業継続・経営安定
を支援するため、プレミアム付商品券を販売します。
〇発 行 者　いちき串木野商工会議所・市来商工会
〇購入対象者　いちき串木野市民（令和４年７月１日現在）
〇販 売 価 格　１セット 2,500 円（500 円× 10 枚綴り：商品券額面 5,000 円分、プレミアム率 100％）
　　　　　　　　※大型店舗（スーパー等）では１セットあたり商品券４枚（2,000 円分）まで使用できます。
〇購入限度額　１人２セット（10,000 円分の商品券を 5,000 円で購入可能）
　　　　　　　　※子育て支援分として、平成 16 年４月２日以降出生で 18 歳以下の方は１セット追加購入可。
〇購入・使用期限　令和５年１月 31 日（火）
〇購入のながれ　①７月下旬に各世帯に購入引換券を送付。（チラシ・取扱登録店舗一覧も同封）
　　　　　　　　②７月 25 日（月）より市内各交流センター及びいちき串木野商工会議所・市来商工会等で販
　　　　　　　　　売予定。（販売・購入方法は、広報いちき串木野 7 月 20 日号に掲載します）
　　　　　　　　③８月１日（月）より使用開始。（令和５年１月 31 日まで使用可能）
〇使用可能店舗　市内にある事業所で登録された店舗
〇問 合 せ　いちき串木野商工会議所　旭町 178 番地　☎ 32-2049
　　　　　　　　市来商工会　　　　湊町１丁目 254 番地　☎ 36-2145

～　購入例　～
○夫婦２人と子ども３人（18 歳以下２人、18 歳以上 1 人）の世帯の場合
　合計 12 セット購入可（30,000 円で 60,000 円分の商品券）
　　夫婦２人＋子ども 18 歳以上１人　３人×２セット＝６セット
　　子ども 18 歳以下 2 人　　　　　　２人×３セット＝６セット　合計 12 セット（ ）

食のまち応援LINEクーポン第２弾 長崎鼻海水プール　オープン！

市民プール廃止のお知らせ

笑顔あふれるプレミアム付商品券のお知らせ
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　HPV ワクチンの積極的勧奨の差控えにより接種機
会を逃した方に対して、時限的に定期接種の特例とし
て令和４年４月から個別勧奨を再開しました。
〇対 象 者　平成９年４月２日～平成 17 年４月１日
　　　　　　生まれの女性

【キャッチアップ接種】
〇期 間　令和７年３月 31 日まで
※対象者には通知書を送付しています。

【償還払い】
　定期接種を受けておらず対象年齢を過ぎて HPV ワ
　クチン（２価・４価）を自費でうけた方
※９価ワクチンは償還払いの対象にはなりません。
〇申請期間　令和 7 年 3 月 31 日まで
〇償 還 額　最大３回接種分までの負担した実費
〇必要書類　接種記録が確認できる書類（母子健康手
　　　　　　帳や予診票の写し）、 接種費用の支払い
　　　　　　を証明する書類（領収書等）
〇問 合 せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

　がん患者が、手術、放射線療法等に伴う脱毛による
精神的負担を軽減するため使用する医療用ウィッグ及
び装着に必要な頭皮保護用ネットの購入費用の一部を
助成します。
〇対象者　がん治療を受けている方で、令和４年４月
　　　　　１日以降にウィッグを購入した方
〇申 請　対象者１人につき１回限り
〇助成額　上限 20,000 円
〇問合せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

　造血細胞移植（小児がん等の治療）を受けた 20 歳
未満の方へ、ワクチンの再接種費用を助成します。
〇対象者　令和４年４月１日以降に定期予防接種
　　　　　（BCG・ロタウイルスワクチンを除く）を
　　　　　再接種した方
〇問合せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

　糖尿病予防の基本は毎日の食事にあります。
　少し気になる早めの時期から糖尿病や食事について
学んでみませんか。
〇日 時　７月 28 日（木）９：30 ～ 12：00
〇場 所　串木野健康増進センター
〇内 容　保健師・管理栄養士による講話
〇対象者　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
　　　　　はそのご家族
〇参加費　無料
〇定 員　先着 10 名
〇申込期限　７月 20 日（水）
※筆記用具をお持ちください。
※新型コロナウイルスの感染状況により、教室を中止
　する場合があります。
〇問合せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450 

　８月～ 10 月にがん複合検診を実施します。
　がん検診等希望調査書を提出していない方には受診
票をお届け出来ません。
　受診を希望する方はご連絡ください。
〇締 切 日　７月 11 日（月）
〇検診の種類　・胃がん　・大腸がん
　　　　　　　・肺がん　・腹部超音波
〇対 象 者　40 歳以上の男女
〇申込・問合せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

　夏季は食中毒における感染者の増加が予測されるこ
とから、次の感染予防に努めましょう。
【腸管出血性大腸菌の症状】
　水様の下痢、激しい腹痛、血便、嘔吐や 38℃台の
　発熱等
【感染症を防ぐには】
①手洗いを十分行う
　帰宅時、調理前、食事前、用便後等には薬用せっけ
　んで手を洗いましょう。
②食品の取扱いは清潔に
　・食材はよく洗う。
　・調理した食品は、早めに食べるようにし、冷蔵庫、
　冷凍庫を過信しない。
　・生肉などにふれた調理器具や食器類は、熱湯などで
　十分消毒する。
※腸管出血性大腸菌は、75℃、１分間の加熱（食品
　の中心温度）で死滅します。
③飲料水の衛生管理
　・井戸水などの生水は、必ず煮沸して飲む。
　・定期的に井戸水や受水槽の検査をする。
④二次感染予防策の徹底
　ヒトからヒトへの二次感染予防策に努め、消毒をす
　るなどして衛生管理にも注意を払う。
　腹痛や水様性下痢などがある場合は、自己診断、
　自己治療はしないで、医師の診察を受けましょう。
〇問合せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

HPV(子宮頸がん)ワクチン接種及び償還払い がん患者ウィッグ購入費助成

造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成

糖尿病予防教室を開催

みんなで予防しよう！
腸管出血性大腸菌（Ｏ-157等）による食中毒

がん複合検診の申し込みはお済みですか？
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｢熱中症｣は、高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分
のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもっ
た状態を指します。屋外だけでなく室内で何もしていないときでも発症し、
救急搬送されたり、場合によっては死亡することもあります。
熱中症について正しい知識を身につけ、体調の変化に気をつけるとともに、

周囲にも気を配り、熱中症による健康被害を防ぎましょう。

熱中症の症状
○めまい、立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のこむら返り、気分が悪い
○頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感、いつもと様子が違う
重症になると、
○返事がおかしい、意識消失、けいれん、からだが熱い

熱中症予防のために

厚生労働省 熱中症 検検索索

厚生労働省
詳しくは、厚生労働省ホームページ「熱中症関連情報」を
ご覧ください。

室内でも、屋外でも、のどの渇きを感じなくても、
こまめに水分・塩分、スポーツドリンクなどを補給する

※ 値：気温、湿度、輻射（放射）熱から算出される暑さの指数
運動や作業の度合いに応じた基準値が定められています。
環境省のホームページ（熱中症予防情報サイト）に、観測値と予想値が掲載されています。

室内では・・・
扇風機やエアコンで温度を調節
遮光カーテン、すだれ、打ち水を利用
室温をこまめに確認

値※も参考に

屋外では・・・
日傘や帽子の着用
日陰の利用、こまめな休憩
天気のよい日は、日中の外出を
できるだけ控える

からだの蓄熱を避けるために
通気性のよい、吸湿性・速乾性のある衣服を着用する
保冷剤、氷、冷たいタオルなどで、からだを冷やす

暑さを避ける

こまめに水分を補給する
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〇医療費の窓口負担割合の見直し
　令和４年度以降、団塊の世代が 75 歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
　後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約４割は現役世代（子や孫）の負担（支援金）となっており、
今後も拡大していく見通しとなっています。今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保
険を未来につないでいくためのものです。
　令和４年 10 月１日から医療費の窓口負担割合が次のとおり見直しが行われます。

※「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額
　のことです。
〇２割負担となる方への配慮措置
　令和４年 10 月１日の見直し後３年間（令和７年９月 30 日まで）は、２割負担となる方について、１か月の
外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を 3,000 円までに抑えます。（入院の医療費は対象外）
　配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払
い戻します。

【配慮措置が適用される場合の計算方法】
例：1 か月の外来医療費が 50,000 円の場合

〇保険証の交付
　保険証の交付については、例年７月中に交付していましたが、今回、負担割合が 10 月から変更されるため、
２回交付します。（次の時期にご自宅へ郵送します）
　・１回目　７月中旬（有効期限　令和４年９月 30 日）　
　・２回目　９月中旬（有効期限　令和５年７月 31 日）
〇問合せ　健康増進課　☎ 33-5613

配慮措置
１か月 5,000円の負担増を
3,000円までに抑えます。

〇演 題　「多様な性を知る LGBTQ ＋とは」
　　　　　～多様性を尊重し合う社会を目指して～
〇参加料　無料
〇申込・問合せ
　７月８日（金）までに学校教育課（☎ 21-5127）
　へ電話でお申し込みください。
※新型コロナウイルスの感染防止のため、事前に申し
　込みをした方のみの参加とします。

　子どもたちの健全育成に向けて、だれもが相互に人
権を尊重し合い、明るく前向きに楽しく充実した生活
を送ることができるようにするための見方や考え方、
多様性を尊重し合う社会を目指すために大切なことに
ついての講演会を開催します。
〇日 時　７月 27 日（水）13：30 ～ 15：20
〇場 所　いちきアクアホール
〇講 師　児島　希望　氏
　　　　　一般社団法人 LGBT-JAPAN　九州支部長

後期高齢者医療制度について

教育講演会

窓口負担割合
所 得 区 分

令和4年9月30日まで 令和4年10月1日から
３割 ３割 同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる方

１割
２割

同じ世帯に住民税課税所得が28万円以上の後期高齢者医療被保険者がい
る方で次の①または②に該当する方
①同じ世帯に被保険者が1人の場合
「年金収入＋その他の合計所得金額」が200万円以上
②同じ世帯に被保険者が2人以上の場合
「年金収入＋その他の合計所得金額」が320万円以上

１割 上記以外の方

窓口負担割合１割のとき① 5,000円
窓口負担割合２割のとき② 10,000円
負担増③（②－①） 5,000円
窓口負担増の上限④ 3,000円
払い戻し等（③－④） 2,000円
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〇訓練内容　
　・現代のビジネスに必要な IT スキルの習得
　・一般事務、営業事務、販売事務に必要な IT スキル
　と資格取得
　・仕事に必要なコミュニケーション能力、ビジネスマ
　ナーの習得及び就職支援
〇対 象 者　障がいをお持ちの方で、早期の就職や再
　　　　　　就職を目指す方
〇訓練期間　10 月 13 日（木）～ 12 月 27 日（火）
　　　　　　※土・日・祝日は原則休講
〇訓練時間　９：30 ～ 16：10
〇訓練会場　
　パソコン塾オープン・ウィンドウ久木野教室
　〒 899-3611　南さつま市加世田津貫 15521 番地
　☎ 0993-58-2977
〇授 業 料　無料（教材費は 5,500 円）
〇定 員　７名（応募者が少ない時は、訓練を実施
　　　　　　しない場合があります。）
〇応募期間　７月 14 日（木）～ 9 月 9 日（金）
〇面 接　
　・期日　9 月 26 日（月）
　・場所　パソコン塾オープン・ウィンドウ久木野教室
〇願書提出先　最寄りのハローワーク
　　　　　　願書（指定用紙）は次の問合せ先に準備
　　　　　　してあります。
〇問 合 せ　鹿児島障害者職業能力開発校
　　　　　　（薩摩川内市入来町浦之名 1432）
　　　　　　☎ 44-2206

　住民税非課税世帯の高校生までの子どもは、子ども
医療費窓口負担無料の対象になります。
　利用希望の方で手続きがお済みでない場合は、申請
をお願いします。（課税世帯は対象外）
　対象者の健康保険証と監護者の振込先通帳をお持ち
になり、手続き（新規登録申請、利用承諾書の記入）
を行ってください。
※対象者・制度内容等の詳細は、市ホームページをご
　覧になるか、お問い合わせください。
〇申請・問合せ　子どもみらい課　☎ 33-5618
　　　　　　　　市来庁舎市民課　☎ 21-5111

〇受付期間　８月１日（月）～９月 15 日（木）
〇訓練科目　情報電子科、グラフィックデザイン科、
　　　　　　ワークトレーニング科、OA 事務科、
　　　　　　アパレル科、介護福祉サービス科
〇応募資格　障がいをお持ちで、以下に該当する方
　　　　　　・修了後就業の意志がある方
　　　　　　・障がいの症状が固定している方
　　　　　　・訓練及び集団生活に支障のない方等
〇試 験 日　10 月 7 日（金）
〇願書提出先　ハローワーク伊集院
※指定の願書は下の問合せ先に準備してあります。
〇授業料等　無料
　（教科書、訓練服代として 30,000 円程度）
※手帳をお持ちでない方で入校を希望する方等、詳し
　くは、お問い合わせください。
〇問 合 せ　
　ハローワーク伊集院　　　　　☎ 099-273-3161
　鹿児島障害者職業能力開発校　☎ 44-2206
　〒 895-1402　薩摩川内市入来町浦之名 1432 番地

〇受付期間　１回目：７月 19 日（火）まで
　　　　　　２回目：10 月 24 日（月）まで
〇実 施 日　１回目：７月 24 日（日）
　　　　　　２回目：10 月 30 日（日）
〇体験実習　情報電子科、グラフィックデザイン科、
　　　　　　ワークトレーニング科、OA 事務科、
　　　　　　アパレル科、介護福祉サービス科
〇申込・問合せ
　鹿児島障害者職業能力開発校　☎ 44-2206
　〒 895-1402　薩摩川内市入来町浦之名 1432 番地
※申込用紙は福祉課にもあります。
※鹿児島障害者職業能力開発校とは、障がいをお持ち
　の方がその適性に応じた職種について基礎となる知
　識・技能を習得し、就業による自立と生活の安定を
　図ることを目的とする公共職業能力開発施設で、国
　が設置し、その運営を県に委託しているものです。

　「働くことに自信がない」、「適した仕事が見いだせ
ない」等の相談に無料で応じます。
〇対象　15 歳～ 49 歳までの若者
〇場所　ハローワーク伊集院
〇日時　第２・第４水曜日、13：00 ～ 17：00
〇予約・問合せ　かごしま若者サポートステーション
　　　　　　　　☎ 099-297-6431

障害者委託訓練生（パソコン事務科）募集

令和５年度鹿児島障害者職業能力開発校
入校生募集

令和４年度鹿児島障害者職業能力開発校
オープンスクール

子ども医療費窓口負担無料制度対象の方へ

若者サポートステーション出張相談
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　講演及び交流会を開催します。
〇日 時　7 月 10 日（日）13：30 ～ 15：30
　　　　　　　　　　　　　　（受付 13：00 ～）
〇場 所　かごしま国際交流センター
〇講 師　神戸　翼氏
〇対 象　20 ～ 59 歳までのオストメイト（人工
　　　　　　肛門・人工膀胱）を保有している方及び
　　　　　　そのご家族。または、医療関係者など
〇参 加 費　無料
〇参加方法　対面式あるいはオンラインでの参加
〇申込方法　対面をご希望の方は、直接会場へお越し
　　　　　　ください。オンラインをご希望の方はお
　　　　　　問い合せください。
〇問 合 せ　（公社）日本オストミー協会鹿児島県支部
　　　　　　担当：直原（なおはら）
　　　　　　☎ 090-1345-9691　☎ 099-220-2211
　　　　　　メール：kagoshimajoa@gmail.com

　社会福祉協議会ボランティアセンターでは、市内小
学生を対象としたボランティア学習教室の参加者を募
集します。
〇日 時　７月 25 日（月） ９：30 ～ 12：35（予定）
〇場 所　串木野高齢者福祉センター
〇募集人数　市内小学生 15 名
〇申込期限　７月 19 日（火）
〇内 容　手話教室、福祉体験（高齢者疑似体験等）、
　　　　　　デイサービスセンター見学など
〇準備するもの　筆記用具、飲み物　　　　　　　　
　　　　　　　　活動しやすい服装
〇参 加 料　無料
〇申 込　社会福祉協議会へ電話または FAX
※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。
〇問 合 せ　社会福祉協議会　☎ 32-3183
　　　　　　　　　　　　　　FAX 32-4094

　毎年７月は、“ 社会を明るくする運動 ” 強調月間で
す。
　「社会を明るくする運動」は、犯罪や非行をした人
の立ち直りについて、みんなで考え犯罪や非行が起き
ない社会をつくろうと全国で行われている運動です。
　凶悪事件が増加している背景には、地域社会や家庭
の犯罪抑止力及び教育力といった「地域力」の低下が
あると考えられています。
　家庭の絆を強化し、地域住民が一体となって犯罪や
非行を未然に防ぐための活動を推進し、明るい地域社
会を築きましょう。
〇行動目標
①犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築くため
　の取り組みを進めよう
②犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよう
〇重点事項
　・出所者等の事情を理解したうえで、雇用する企業の
　数を増やすこと
　・帰るべき場所がないまま、刑務所から社会に戻る人
　の数を減らすこと
〇問 合 せ　福祉課　☎ 33-5619

〇参加資格　戦没者遺児
〇申 込　鹿児島県遺族連合会　☎ 099-812-8292
〇問 合 せ　（一財）日本遺族会事務局
　　　　　　☎ 03-3261-5521

若いオストメイト(人工肛門・人工膀胱)
交流会in鹿児島

小学生ボランティア学習教室参加者募集
（サマーボランティア体験月間）

“社会を明るくする運動”
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

戦没者遺児の慰霊友好親善事業参加者募集
実施地域 実施時期 申込締切

西部ニューギニア 9/28～10/7 7/25
トラック諸島 10/8～10/14 8/10
パラオ諸島 10/8～10/14 8/10
ボルネオ・マレー半島 10/12～10/21 8/12
マリアナ諸島 10/21～10/27 8/19
東部ニューギニア 11/2～11/9 9/2
ビスマーク諸島 11/2～11/9 9/2
ミャンマー・タイ 11/10～11/18 9/9
ソロモン諸島 11/16～11/23 9/16
フィリピン（1次） 11/25～12/2 9/22
マーシャル・ギルバート諸島 1/14～1/22 9/13
東部ニューギニア 2/1～2/8 11/28
台湾・バシー海峡 2/9～2/15 12/9
西部ニューギニア 2/16～2/25 12/16
ミャンマー 2/28～3/8 12/23
フィリピン（2次） 3/10～3/17 1/10
中国 3/22～3/30 1/20
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　認知症や高齢者について理解して、家族や友達・地
域の人などだれにでもやさしい『認知症キッズサポー
ター』になりませんか？
　今年は、生活支援ボランティア（かせともキッズ）
の講座も兼ねています。地域で活躍できるきっかけに
もなりますよ！
　参加者全員にキッズサポーター証、ロバ隊長のマス
コット、生活支援ポイントカード、認知症のパンフ
レットなどをプレゼントします♪
〇日 時　８月４日（木）
　　　　　　午前の部　10：00 ～ 12：00
　　　　　　午後の部　13：30 ～ 15：30
　　　　　　※午前・午後のどちらか（内容は同じ）
〇場 所　高齢者福祉センター（社会福祉協議会）
〇内 容　高齢者体験、認知症について、生活支援
　　　　　　ボランティアについて等
〇対 象　小学４年生～中学生（保護者も参加可）
〇参 加 費　無料
〇定 員　各部 25 名（先着順）
〇申込締切　７月 25 日（月）
〇申込・問合せ　地域包括支援センター　☎ 33-5644

　夏は花火のシーズンです。花火をするときは火災や
事故が起こらないように注意しましょう。
〇花火を安全に遊ぶために
　・説明書をよく読み、注意事項を必ず守る。
　・風の強いときは花火をしない。
　・燃えやすいものがなく、広くて安全な場所を選ぶ。
　・子ども達だけでの花火をせず、大人と一緒に遊ぶ。
　・たくさんの花火に、一度に火をつけない。
　・水バケツなど消火準備をして遊ぶ。
〇花火遊びのマナー
　・迷惑にならない時間と場所を
　考えましょう。
　・音の出る花火は、人の迷惑に
　ならない場所と時間を選びま
　しょう。
　・風向きを考え、煙で迷惑にならないようにしましょ
　う。
花火遊びは迷惑にならないルールとマナー！

〇問合せ　消防本部　　　☎ 32-0119
　　　　　いちき分遣所　☎ 21-5077

　県防災航空隊の消防・防災ヘリコプターと本市消防
隊が合同救助訓練を実施します。
　当日は、市来漁港外港一帯において消防・防災ヘリ
コプターが上空を旋回
しますので、災害等とお
間違いのないようお願い
します。
　市民の皆様のご理解と
ご協力をお願いします。
〇日 時　７月 19 日（火）10：00 ～ 12：00
〇場 所　市来漁港外港一帯
〇問合せ　消防本部　☎ 32-0119

　予約制による年金相談です。年金についてわからな
いこと、過去に厚生年金 ･ 船員保険などに加入してい
た方もご相談ください。
〇日 時　８月４日（木）９：30 ～ 15：30
〇場 所　市来庁舎　1 階会議室
〇相 談 員　川内年金事務所職員
〇申込期限　７月 28 日（木）
〇持参するもの
　・年金手帳または基礎年金番号通知書
　・本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード、
　健康保険証等）
※代理の場合、委任状と代理人の本人確認書類
〇申込・問合せ　市民生活課　　　☎ 33-5612
　　　　　　　　市来庁舎市民課　☎ 21-5111

　今年度、20 歳を迎える方を対象とした「二十歳の
集い」（旧成人式）を令和５年１月３日（火）に開催
する予定です。市では開催にあたり実行委員を募集し
ます。
〇対象者　平成 14 年４月２日～平成 15 年４月１日
　　　　　までに生まれた市内在住の方
〇申込・問合せ
　８月５日（金）までに、社会教育課（☎ 21-5128）
　へご連絡ください。

〇日 時　７月 24 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　７月 22 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、中止になる場合があります。
〇問合せ　消防本部　☎ 32-0119

「二十歳の集い」実行委員募集

小・中学生向け認知症サポーター養成講座のご案内
～あなたもキッズサポーターになりませんか？～

花火はルールを守って、
安全に楽しく遊びましょう

県防災航空隊との合同救助訓練

普通救命講習会の受講者募集

年金相談所を開設
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　次の施設について、令和 5 年 4 月から管理する指
定管理者を募集します。
〇募集施設

〇応募資格
　・法人等の団体であること。（法人格は必ずしも必要
　ではありませんが、個人での応募はできません）
　・その他詳細は募集要領によります。詳しくはお問い
　合わせください。また、市ホームページにも掲載し
　てあります。
〇募集期間　７月 12 日（火）～８月 12 日（金）
〇問 合 せ　経営改革課　☎ 33-5630

〇日 時　７月 20 日（水）13：00 ～ 16：00
〇相談会場　市来庁舎　２階研修室
〇相談控室　市来庁舎　２階会議室
〇相談内容　日常生活での悩み事やトラブルなど身近
　　　　　　な事から何でも構いません。
〇申込方法　県弁護士会に電話でご予約ください。
〇申込・問合せ　県弁護士会　☎ 099-226-3765
※受付時間 9：00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00

　農地法に基づき、農業委員会では 7 月から 8 月に
かけて市内全域で農地利用状況調査を実施します。
　遊休農地の把握と発生防止、違反転用やごみの不法
投棄などの調査を行います。
　調査にあたり、農地への立ち入りを行う場合があり
ますので、ご理解とご協力をお願いします。
〇問合せ　農業委員会事務局　☎ 21-5118

　e-Tax では、税務署や金融機関に出向くことなく、インターネットを利用して所得税などの申告や法定調書の
提出などの各種手続やダイレクト納付などを利用した納付を行うことができます。
　また、納税証明書の交付請求も行えます。なお、令和２年分以降の確定申告書等の PDF を
取得できる「申告書等情報サービス」を開始しました。
　詳しくは、右の二次元コードから国税庁のホームページをご覧ください。
〇 e-Tax のメリット
①所得税等の確定申告を e-Tax で行う場合、生命保険料控除の証明書などは、その記載内容を入力して送信する
　ことにより、これらの書類の提出または提示を省略することができます。
②自宅や税理士事務所から e-Tax で還付申告を行う場合、書面で提出した場合より、還付金を早く受け取ること
　ができます。
③ e-Tax で納税証明書の交付請求を行うと、書面請求の場合より手数料が安価です。
〇利用方法
　パソコンやスマートフォンから e-Tax ソフトにログインして利用してください。
　利用するには、マイナンバーカードと利用者識別番号が必要です。
〇問 合 せ　伊集院税務署総務課　☎ 099-273-2541（自動音声案内）

　国税庁ホームページの「タックスアンサー（よくある税の質問）」では、よくある税のご質問に対する一般的
な回答を調べることができます。
　また、キーワードなどから検索もでき大変便利ですので、是非ご利用ください。
※右の二次元コードからご利用できます。
〇問 合 せ　伊集院税務署総務課　☎ 099-273-2541（自動音声案内） 

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、次の
郷土芸能が今年度は中止となりました。

【夏の郷土芸能】７月 30 日（土）祇園祭
〇問合せ　社会教育課　☎ 21-5128

郷土芸能開催中止のお知らせ

e-Taxをご利用ください

タックスアンサー（よくある税の質問）をご利用ください

指定管理者の募集 県弁護士会の「巡回無料法律相談会」

農地利用状況調査にご協力ください

施設 担当課

①

串木野駅前駐車場
市来駅前駐車場
神村学園前駅前広場
串木野駅前広場
市来駅前広場

水産商工課 ☎33-5638

② 観音ヶ池市民の森 農政課 ☎21-5121

③ 総合体育館
シティセー
ルス課

☎33-5642
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　本市では、外国人住民と地域住民が共に支え合い認
め合う多文化共生推進事業の一環として、本市在住の
外国人の方が講師となり、母国の文化や習慣等の紹介
を通して、地域住民と交流を図る国際理解講座を実施
します。県国際交流協会と連携し、トルコ出身の方を
講師に招き、トルコの食や文化等をテーマにした発表
やトルコのお菓子でティータイムの時間もあります。
　ぜひこの機会に、異文化に触れてみませんか。
〇日 時　８月 27 日（土）14：00 ～ 16：00
〇定 員　先着 20 名
〇対象者　市民の方に限らずどなたでも
〇場 所　防災センター会議室 2 階
〇持参するもの　マスク、筆記用具
〇講 師　カバック・メフメット・アダルさん　
　　　　　（神村学園専修学校日本語学科留学生）　
〇締切日　７月 29 日（金）
〇申 込
　国際交流協会（企画政策課）へ（1）氏名（2）　
　住所（3）電話番号（4）メールアド
　レスをお知らせください。
　右の Google フォーム（二次元コー
　ド）から申し込むことができます。
〇問合せ
　国際交流協会（企画政策課）　☎ 33-5628
　メール seisaku1@city.ichikikushikino.lg.jp

　市内在住の 18 歳以上の男女 2,000 人を対象にアン
ケート調査を行います。アンケート調査が届いた方は、
ご協力をお願いします。
　この調査は、令和４年度策定の「いちき串木野市男
女共同参画基本計画」の基礎資料となるもので、市民
の皆様方からのご意見や実態について伺うものです。
　男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合
い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発
揮することができる男女共同参画社会の実現に向けて
取り組むものです。
　回答は無記名で、すべて統計的に処理し、記入され
た内容については目的以外に使ったり、他にもらした
りすることはありませんので、ありのままを記入して
ください。
　なお、この調査は民間の調査機関「㈱鹿児島有垣社」
に委託して実施します。
〇問合せ　企画政策課　☎ 33-5628

【令和４年度オープンキャンパス】
　中・高校生、一般（概ね 30 歳までの方）を対象に
　木工・建築大工の体験入校生を募集します。
〇日 時　８月２日（火）９：00 ～ 12：30
〇申込期限　７月 20 日（水）
〇募集人員　先着 30 名
〇参 加 費　無料　※一日傷害保険に加入予定
※詳しくはお問い合わせください。

【令和５年度入校生推薦選考】
　木工・建築大工の技術技能の習得を目的とした入校
　生を募集します。
〇募集科目　室内造形科・建築工学科
〇受付期間　９月１日（木）～９月 26 日（月）
〇応募資格　令和５年３月に高等学校卒業見込者
〇選 考 日　10 月３日（月）
〇選考場所　宮之城高等技術専門校
〇選考方法　筆記試験（適性試験）、面接
〇問 合 せ　県立宮之城高等技術専門校
　　　　　　☎ 0996-53-0207　FAX 0996-53-0993

〇期 間　９月２日（金）～ 11 月 16 日（水）
　　　　　　毎週月・水・金（祝日除く）、全 31 回
〇時 間　18：30 ～ 21：00
〇場 所　川内技術開発センター
〇定 員　10 名程度
※申込状況により中止となる場合があります。
〇受 講 料　42,000 円（テキスト代含む）
〇申込期限　8 月 12 日（金）
〇申込・問合せ　川内能力開発協会 　☎ 22-3873

　職場のトラブルについて、県労働委員会委員（公益
委員、労働者委員、使用者委員）が相談に応じます。
労働者、使用者のどちらでもお気軽にご相談ください。
〇日 時　原則毎月第４火曜日
　　　　　　14：30 ～ 17：00（受付は 16：30 まで）
　　　　　　※ただし、令和４年 12 月は 20 日（火）
〇場 所　県庁 15 階　鹿児島県労働委員会
　　　　　　※来庁できない方は電話相談も可能
〇相談事例　解雇、雇い止め、配置転換など
〇申 込　不要（予約優先）
※新型コロナウイルスの感染状況により相談会の開催
　方法を変更等する場合があります。詳しくはお問い
　合わせください。
〇問 合 せ　
　鹿児島県労働委員会事務局（相談専用ダイヤル）
　☎ 099-286-3943　FAX 099-286-5653

国際理解講座の開催
～トルコについて学ぼう～

男女共同参画に関する市民意識調査にご協力を

県立宮之城高等技術専門校入校生募集

簿記２級講座受講生募集

「労使間のトラブルに関する相談会」の開催
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　本市へふるさと納税された方々への、お礼状送付用
封筒に印刷するイラストを募集します。
　あなたのイラストを印刷した封筒が、全国各地の寄
附者のお手元に届けられます。
　みなさまの魅力満点のイラストを募集します♪
〇テーマ　次の①～③のいずれかのテーマで募集
　　　　　①いちき串木野市の特産品
　　　　　②私の好きないちき串木野市の景色
　　　　　③いちき串木野市のイベント
〇対 象　市内に居住・通学の小学生・中学生
〇申込台紙の入手場所
　・市役所（シティセールス課・市来庁舎市民課）
　・市総合観光案内所
　・薩摩藩英国留学生記念館　・総合体育館
※市ホームページからも取得できます。
〇提出先
　申込台紙をシティセールス課へ郵送か、シティセー
　ルス課（串木野庁舎１階ロビーに応募箱設置）・市
　来庁舎支所市民課へ持参
〇提出締切　７月 29 日（金）当日消印有効
〇結果発表
　採用されたイラストは、８月中旬頃市ホームページ
　に掲載します。また、副賞として本市ふるさと納税
　の返礼品で人気の商品やパークゴルフ場・薩摩藩英
　国留学生記念館の親子入場券をお届けします。
※詳しくは、右の二次元コードから市ホー
　ムページをご覧ください。
〇問合せ　シティセールス課　☎ 33-5621

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
　（ウッドタウンは 2 台まで）
　・連帯保証人（１名）緊急連絡先（１名）
〇申込期限　７月 19 日（火）必着
〇抽 選 日　７月 26 日（火）10：00　
　　　　　　市来庁舎 2 階研修室
〇入居予定日　８月 12 日（金）から
〇そ の 他　公募住宅は既設住宅で、築年数が経過し
　　　　　　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

ウッドタウ
ン（ 脳 神 経
外科近く）

平成 25 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
（４階）３DK

水洗トイレ
不可

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）４DK

水洗トイレ
不可

新 田 住 宅　
（ 新 田 公 園
近く）

昭和 48 年度
１戸

耐火２階建
２DK

水洗トイレ

入居可
（但し 60

歳以上）

平 佐 原 住 宅
（市来小学校
近く）

平成 17 年度
１戸

耐火３階建
（２階）３DK

水洗トイレ
不可

日ノ出住宅
（アクアホー
ル近く）

平成 11 年度
1 戸

耐火 3 階建 
（３階）３DK

水洗トイレ
不可

平成 12 年度
1 戸

耐火４階建 
（３階）３DK

水洗トイレ
不可

　市国際交流協会では、子どもたちの知的好奇心を高
め、「生きる力」を育む体験活動や講義を行う「いち
き串木野こども大学（2022 夏休み）」を実施します。
　当協会では、これまで英語に慣れ親しみ、体験型英
語プログラム「イングリッシュキャンプ」を実施して
きましたが、今回は英語だけでなく、「様々な学び」
を体験できる内容となっています。
　参加者募集は、７月 11 日（月）より市 LINE 公式
アカウントにて受付を開始します。
　この夏、私たちと良い思い出をつくりませんか。
〇日 時　８月６日（土）10：00 ～ 17：00
〇場 所　旧冠岳小学校
〇対 象 者　小学４年生～６年生の児童
〇参 加 料　1,500 円
〇申込方法　Google Form　※後日 LINE で配信
〇問 合 せ　企画政策課　☎ 33-5628

ふるさと納税お礼状封筒イラスト募集
～あなたのイラストが全国の寄附者へ届きます～

市営住宅入居者募集

いちき串木野こども大学（2022夏休み）
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　海上保安庁では、海上保安学校・海上保安大学校学
生採用試験の受験者を募集しています。
〇試験日程

※受験申込は、人事院ホームページから【国家公務員
　試験採用情報 NAVI】にて各学校をクリックしてく
　ださい。
※詳細は、下の二次元コードを読み取ってご確認いた
　だくか、串木野海上保安部までお問い合わせくださ
　い。
〇問合せ　串木野海上保安部管理課　☎ 32-2205

〇日 時　７月 18 日（月）9：00 ～ 11：00
〇場 所　長崎鼻海水プール
〇内 容　① SUP 体験　９：00 ～ 10：00
　　　　　　②カヌー体験　10：00 ～ 11：00
〇対 象　①②ともに小学 1 年生以上
〇募集定員　各 10 名（定員になり次第締切）
〇参 加 料　100 円
〇申込期限　７月 17 日（日）
〇申込・問合せ　B&G 海洋センター　☎ 32-8994

〇場 所　串木野西中学校プール
〇期 間　７月 22 日（金）～ 8 月 12 日（金）
　　　　　　期間中月、水、金曜日（全 10 回）
　　　　　　18：30 ～ 20：00 開催
〇対 象 者　小学校４年生～一般男女
　　　　　　（小学生は保護者の送迎が必要）
〇定 員　20 名（定員になり次第締切）
〇開 講 式　７月 22 日（金）18：30
〇保 険 料　・中学生以下　　　　　800 円
　　　　　　・一般（64 歳以下）　1,850 円
　　　　　　　　　　（65 歳以上）　1,200 円
〇申込期限　７月 19 日（火）
〇申込方法
　所定の申込用紙に必要事項を記入（小中学生は保護
　者承諾印が必要）のうえ、保険料を添えて社会教育
　課（市来庁舎）または、シティセールス課（串木野
　庁舎）へお申し込みください。
※申込用紙は、上記２箇所に設置してあります。
※新型コロナウイルスの感染状況により、中止する場
　合があります。
〇問 合 せ　社会教育課　☎ 21-5129

　市では、学校教育や社会教育の向上を目的に、保育
園、幼稚園、学校、公民館や社会教育団体等へ、視聴
覚教材（ビデオ・DVD）の貸し出しを行っています。
〇利用方法
　市のホームページまたはかごしま県民交流センター
　のホームページで貸出教材の検索➡希望される教材
　を確認し、社会教育課へ借用申請書を提出➡社会教
　育課を通し、県視聴覚ライブラリーから
　貸し出します。教材一覧については、右
　の二次元コードからご覧ください。
〇貸出期間　10 日間（貸出日を含む）
〇申込・問合せ　社会教育課　☎ 21-5128

　市民一体となったボランティアによる清掃活動「海
岸クリーン作戦」を実施します。
　今年度は、新型コロナウイルスの感染拡大により、
清掃範囲、作業時間を縮小します。
〇日 時　７月 24 日（日）６：30 ～ 40 分程度

〇注意事項
　・新型コロナウイルスの感染防止のため、マスク着用
　及び自宅での検温を実施し、発熱等がある場合は参
　加をお控えください。
　・駐車場が狭いので、近所の方は、できるだけ自家用
　車の利用はご遠慮ください。
　・ボランティア活動のため、危険な箇所での作業はし
　ないでください。また、ご自分の体調に合わせて参
　加、作業をしてください。
〇問合せ　市民生活課　☎ 33-5614

第26回海岸クリーン作戦

清掃範囲 集合場所
白浜海岸 白浜温泉下付近
野元海岸 公設市場駐車場

照島海岸
・照島地区交流センター前
・潮風園側入口

市来海岸
・市来漁港・市来中学校裏
・地域で指定された場所（川南）

海上保安学校・海上保安大学校学生採用試験 海の日「カヌー・ＳＵＰ体験会」参加者募集

水泳教室受講生募集

視聴覚ライブラリーの利用案内

海上保安学校 海上保安大学校

受付期間
7/19（火）

～７/28（木）

８/25（木）

～９/５（月）

第一次試験 ９/25（日）
10/29（土）

10/30（日）

海上保安官募集
JAPAN COAST GUARD RECRUITMENT

スマホサイトは
こちら
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〇日　時　７月 17 日（日） 当日祭（出店コーナー）17：00 ～ 20：30、市中流し踊り 18：00 ～ 19：10 予定

〇踊り参加連（順不同、6 月 28 日現在） 
　・市役所　・市議会　・鹿児島相互信用金庫 串木野支店　・串木野西中女子バスケットボール部
　・鹿児島銀行 串木野支店　・日本地下石油備蓄㈱ 串木野事業所　・九州電力㈱ 川内営業所　・濵田グループ
　・串木野蒲鉾組合　・れいめい羽島協議会　・神村学園専修学校 日本語学科　・串木野Ｗピース
　・さつま日置農協串木野支所　・市文化協会串木野支部　・串木野建設業協会　
　・いちき串木野市地域女性団体連絡協議会　・㈱南日本銀行 串木野支店　・㈱コーアガス日本 串木野支店
　・県立串木野高等学校　・YJDC ゆうこジャズダンスカンパニー　・鹿児島信用金庫 串木野支店
　・串木野さのさ踊り保存会（旭町ロータリー内で正調串木野さのさを披露します）
〇新型コロナウイルス感染症対策
　・ご来場の際は、体調の確認と検温、マスク着用や三密の回避など、基本的な感染症対策への
　ご協力をお願いします。
　・詳細な対策は、右の二次元コードより「対策実施計画」をご確認ください。
〇交通整理・警備等協力団体　いちき串木野警察署　いちき串木野地区交通安全協会串木野支部
※ドローンによる撮影は事故防止のため禁止します。
〇問合せ　さのさ祭り実行委員会事務局（シティセールス課）　☎ 32-3111

　「薩摩スチューデント」をテーマに夏休みの自由研
究を行う方に記念館スタッフがアドバイスをします。
〇期 間　７月 16 日（土）～８月 28 日（日）
※毎週火曜日休館日（火曜が祝日の場合は翌日）
〇場 所　薩摩藩英国留学生記念館
〇内 容　
　分かりやすい展示解説及び研究テーマに沿ったアド
　バイス、副読本などの資料を配布します。
〇対 象　小学５年生～中学生（１日先着４名）
　10：00 ～ 12：00（２名）、13：30 ～ 15：30（２名）
※希望日の前日までに要予約。
〇料 金　無料（引率の大人１名も観覧無料）
〇その他　送迎バス有（要予約）
※バス時刻表

〇申込・問合せ　
　薩摩藩英国留学生記念館　☎ 35-1865

　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　7 月 19 日（火）
〇説 明 会　
　・日時　7 月 25 日（月）10：00（受付 9：30 ～）
　・場所　串木野高齢者福祉センター
※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、9 月、11 月は第 4 月曜日。
　８月、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

〇串木野さのさ祭り時の交通規制
　・17 日（日）の 15：00 ～ 21：00 は、左のエリア
　が歩行者天国となるため、車両は進入できません。
　・駐車場は、次の①～④の臨時駐車場をご利用ください。
　①市役所（串木野庁舎）　②市民文化センター
　③讃岐公園　④シーフードバザール広場
　（ただし、駐車台数には制限があります。）
　・詳細な地図等については下の二次元コードからご確
　認ください。

串木野さのさ祭り市中流し踊りのお知らせ

薩摩藩英国留学生記念館夏休み企画
～あなたの自由研究をお手伝いします～

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）

出発 時刻 出発 時刻

串木野駅発
9：40

記念館発
12：15

13：10 15：40
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〇夏休み親子ふれあい講座

〇いきいき女性講座

〇場 所　働く女性の家
〇対 象　夏休み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）
　　　　　（親子ピラティス講座は必ず小学生の方には保険に加入していただきます。）
　　　　　いきいき女性講座は、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　７月 13 日（水）～ 19 日（火）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）

バレーシューズ型
ポーチ

８/ ２・16（火）
10：00 ～ 12：00

2 回 12 人
バレーシューズをそのまま小さくしたような
ポーチを作ります。（表布・裏布共に 30cm ×
30cm・ドミット芯・材料費 300 円）

気　に　な　る
アンチエイジング

（実践編）

８/ ５（金）
10：00 ～ 12：00

1 回 12 人
見た目が若い人は体内年齢も若い⁈優しく身体
を動かします。ワクワク楽しめて、いきいき輝き
ましょう！（運動できる服装・水分補給用飲み物）

知  っ  て  得  す  る
相続の話

８/24（水）
10：00 ～ 12：00

1 回 12 人
いざという時もめないためにも、知っていて損は
しない今からできる相続対策を司法書士の先生
から学びましょう。（筆記用具）

グリーンと
爽やかな色の花の

寄せ植え

８/18（木）
10：00 ～ 11：30

1 回 12 人
涼しげな観葉植物と白やブルー系の花を使って、
夏の寄せ植えをします。（ガーデニング用手袋・
材料費 1,500 円）

香　り
×

癒しのコンディショニング

８/25（木）
19：30 ～ 20：30

1 回 10 人

地元特産ベビーポンカンの希少な精油の香りの
中、やわらかくて優しい小さな灯りでリラックス
しながらゆったりと身体を整えます。（バスタオ
ル・フェイスタオル各 1 枚・材料費 700 円）

講　座　名 日　時 回数 定員 講　座　内　容（材料費等）

スウィーツ作り講座
８/ ２（火）

10：30 ～ 12：00
１回 10 組

パティシエと一緒においしいスウィーツを作り
ます。（材料費 1 人 700 円）

親子ピラティス
８/ ３（水）

10：30 ～ 11：30
１回 ８組

体幹を鍛え、姿勢もよくなり身体能力の基礎力を
ＵＰ！（タオル・水分補給用飲み物）

陶芸講座
８/ ４（木）

10：00 ～ 12：00
１回 10 組

コップ・皿・時計など自分の好きな形の陶器を作
ります。（材料費 1 人 1,100 円）

工　作　講　座
（パペットを作ろう）

８/ ９（火）
10：00 ～ 12：00

１回 10 組
新聞で可愛らしいパペットを作ります。（クレパ
ス・絵の具用筆・ハサミ・カッター・木工用ボンド）

働く女性の家夏休み親子ふれあい講座・いきいき女性講座
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〇避難所について
　市では、大型で強い台風が接近した場合などに、早めの避難を希望する市民の皆さんの受け入れ体制として、
必要に応じて、一次避難所を開設します。（避難所の一覧は、６月６日号おしらせ版、または右の二次元コード
をご覧ください）
　なお、感染症対策として避難スペースを確保するため、災害の状況に応じて、交流センターに
代えて学校体育館等を避難所として開設することがあります。
　避難所を開設する場合は、防災行政無線や防災メール、市ホームページ等によりお知らせします。
※避難する際は、市の避難所だけでなく、自宅の安全を確保したうえでの自宅避難（２階への避難等）、親戚・
　友人宅等への避難も検討してください。
〇留意事項
　・あらかじめ各自で食料、飲料水、携帯ラジオ、着替え等の最低限の必需品やマスク等の感染症対策用品を準備
　し、避難所にお越しください。
　・避難所内は禁煙とします。また、酒類の持ち込みはできません。
　・家庭動物の同伴は、周囲に迷惑がかからないよう配慮してください。
　・家庭動物は、ケージ等に収容してください。
　（避難する方の中には、動物アレルギーをお持ちの方等もいらっしゃいますので、ご協力をお願いします。）
　・指定した部屋とトイレ以外の使用は、ご遠慮ください。
　・発生したごみ等は、各自で持ち帰ってください。
　・避難所での疑問や不明な点は、避難所の配備職員へお問い合わせください。
※今年度より生福保育所から生福小学校（校舎）に避難所が変更となっています。
〇福祉避難所について
　福祉避難所とは、高齢者や障がい者など一般の避難所生活では支障をきたす要配慮者に対して、特別な配慮が
なされた避難所です。
〇福祉避難所

※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、てんとうむし
〇福祉避難所への避難の流れ
①災害発生時または発生のおそれがある場合に、市が開設する避難所に避難するか、避難をする前にまちづくり
　防災課までご連絡ください。
②避難所に避難した場合は、市の配備職員に避難所での生活が困難な旨をお伝えください。職員が避難者の身体
　状況や介護などの状況を確認し、開設の必要性を市が判断します。
　まちづくり防災課にご連絡いただいた場合は、市が毎年、整備している避難行動要支援者名簿等を参考に、福
　祉避難所への避難が必要か否かを判断し、必要と判断した場合は、各福祉避難所と連絡調整をしたうえで開設
　し、避難先の福祉避難所を決定します。
③福祉避難所への要配慮者の移送は、要配慮者を介助する方が行います。
④福祉避難所へ避難する際は、要配慮者を介助する方が同伴し、介助を行います。
※福祉避難所への要配慮者のみの避難はできません。
⑤福祉避難所の設置、管理等に関する経費は市が負担しますが、利用者（介助者を含む）は、食事代、日用品等
　の実費を負担する必要があります。（食事等サービス提供の無い施設もあります。）
〇問合せ　まちづくり防災課　☎ 33-5631

避難所・福祉避難所

施 設 名 所 在 地 電 話 番 号 備 考

串木野健康増進センター 新生町 183-3 33-3450 必要に応じて開設
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