
　「笑顔あふれるプレミアム付商品券」の追加販売を実施します。
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９月１日現在）
〇販 売 価 格　１冊 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％で大変お得です。
　　　　　　　　※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１冊（5,000 円分の商品券を 2,500 円で購入可能）
〇購入・使用期限　令和５年１月 31 日（火）
〇購入のながれ　①９月下旬に各世帯に購入引換券（追加分）を送付。（チラシ同封）
　　　　　　　　②購入引換券（追加分）が届き次第いちき串木野商工会議所で購入可能。
　　　　　　　　※９月下旬に各交流センター等で臨時販売を実施予定。詳細は９月 20 日号広報紙をご覧くだ
　　　　　　　　　さい。
〇使用可能店舗　市内にある事業所で登録された店舗
　　　　　　　　※登録店舗一覧表は市や商工会議所・商工会ホームページ等にも掲載し、随時更新します。
　　　　　　　　※登録店舗はステッカーやポスターが目印です。
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

　総務省統計局では、10 月１日現在で就業構造基本
調査を実施します。
　この調査は、日本の就業・不就業の実態を明らかに
することを目的として、統計法に基づき実施する国の
重要な統計調査です。
　より便利に皆様にご回答いただくため、パソコンや
スマートフォンを使って、簡単に回答することが可能
となっています。９月下旬から、調査員が調査をお願
いする世帯に伺いますので、調査の趣旨をご理解いた
だき、ご回答をお願いします。
〇問合せ　企画政策課　☎ 33-5628

　９月 25 日（日）に予定していました第 57 回市内
バドミントン大会は、新型コロナウイルスの感染拡大
防止のため中止となりました。
〇問合せ　バドミントン協会事務局
　　　　　（総務課）伊藤　☎ 33-5633

　学校保健安全法第 11 条に基づき、令和５年４月小
学校入学予定児（平成 28 年４月２日から平成 29 年
４月１日までの出生）の「就学時健康診断」を次の日
程で実施します。対象世帯には通知書が届きますので、
保護者同伴のうえ、全員必ず受診してください。
　なお、受診時には、通知書、診断票、アンケート等
をお持ちください。
〇日 程

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、受付時
　間を個別に指定し、通知書に記載しています。必ず
　指定の時間にお越しください。
〇問合せ　教育総務課　☎ 21-5126

実施日 対象小学校区 健診会場

10 月５日（水）
照島小・羽島小・
生福小・市来小 いちき

アクアホール
10 月６日（木）

串木野小・旭小・
荒川小・川上小

笑顔あふれるプレミアム付商品券の追加販売のお知らせ

就業構造基本調査へのお願い

第57回市内バドミントン大会の開催中止

小学校就学時の健康診断
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　厚生労働省では、80 歳で 20 本の歯を残すことを
目標に「8020 運動」を推進しています。
　本市でも、20 本以上自分の歯を残している 80 歳
以上の方を表彰します。該当する方は、次の歯科医院
までご連絡ください。（前年度までの表彰者は対象外）
〇応募期間　９月１日（木）～ 10 月 15 日（土）
〇応募資格　
　市内在住の 80 歳以上（令和４年 10 月 15 日現在）
　で 20 本以上の自分の歯を持つ方
〇応募場所　
　・あおい歯科・えとう歯科・なかしま歯科医院
　・さくら歯科クリニック・くきた歯科クリニック
　・羽島歯科クリニック・濵田歯科医院
　・ひまわり歯科医院・前薗歯科・前田歯科
　・丸田歯科クリニック・みどり歯科
　・ワハハ総合デンタル串木野小前クリニック
〇申込・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、月に１
回プレママさんのリラックスサロンを開催していま
す。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　各 10 名（申込多数の場合は抽選）
〇参 加 料　無料
〇申込期限　10 月４日（火）
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
※産婦人科医に相談の上お申し込みください。
※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の感染状況により、中止となる
　場合があります。

　「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・関係団体等が一体と
なって一斉に啓発活動や各種相談事業を行います。
　孤立・孤独を防ぐことが自殺対策の有効な手段であ
ることから、一人ひとりが悩んでいる人の『変化に気
付き』、『声をかけ』、『耳を傾けてねぎらい』、『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
〇まもろうよこころ
　まもろうよこころ　厚生労働省　で検索
〇支援情報検索サイト　https://shienjoho.go.jp
〇よりそいホットライン
　（一般的な生活上の悩みや生活困窮者など）
　☎ 0120-279-338　FAX 03-3868-3811
〇公認心理師による心の健康相談（要予約）
　・日時　９月 26 日（月）９：00 ～ 12：00
　・場所　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

　下半期のがん複合検診が始まります。
　胃・肺・大腸がん検診及び腹部超音波検診を申し込
んだ方には既に受診券をお届けしています。
　申し込みを忘れていた方、予定の検診日を過ぎてし
まった方で未受診の方は次へご連絡ください。
　なお、「大腸がん郵送検診」は、令和 5 年 1 月発送
予定です。
〇検診の種類　
　胃がん・大腸がん・肺がん・腹部超音波
〇申 込 締 切　９月 13 日（火）
〇申 込　
　県民総合保健センター　☎ 0570-048-916
　※土日祝日除く 9：00 ～ 17：00
〇問 合 せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

期　日 内　容

１
10 月 17 日（月）
13：30 ～ 15：30

助産師の話
公認心理師の話
リンパマッサージ

２
11 月 21 日（月）
13：30 ～ 15：30

助産師の話
マタニティーヨガ

３
12 月 19 日（月）
13：30 ～ 15：30

保健師・助産師の話
赤ちゃんへハンカチスタイ
を作ろう♪

80歳以上で20本以上の歯を持つ
元気な方を募集しています！！

プレママさんのリラックスサロン
参加者募集

９月10日～16日は自殺予防週間です

がん複合検診のおしらせ
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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　９月 20 日（火）
〇説 明 会
 ・日時　９月 26 日（月）10：00（受付９：30 ～）
 ・場所　串木野高齢者福祉センター
※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、10 月 25 日（火）、11 月 28 日
　（月）、12 月 20 日（火）に開催予定。
〇申込・問合せ　社会福祉協議会　☎ 32-3183

　年金は、亡くなった月の分まで支払われます。年金
を受けている方が亡くなったときにまだ受け取ってい
ない年金や、亡くなった日以降に振込まれた年金のう
ち亡くなった月分までの年金は、生計を同じくしてい
た遺族が「未支給年金」として受け取ることができます。
〇未支給年金請求の必要書類
　・請求する方のマイナンバー、または住民票（世帯全
　員分）
　・亡くなった方と請求する方の関係の分かる戸籍謄本
　等
　・亡くなった方の年金証書
　・請求する方の預貯金通帳（請求する方の名義）
　・亡くなった方と請求する方の住所が異なる場合は、
　生計同一申立書
〇未支給年金を受け取れる遺族
　優先順に、亡くなった方と生計を同じくしていた
　①配偶者　②子　③父母　④孫　⑤祖父母
　⑥兄弟姉妹　⑦三親等以内の親族
※届出が遅れて年金が過払いになった場合、後でお返
　しいただく場合がありますので、すみやかにお手続
　きください。
〇手続き・問合せ　市民生活課　　　☎ 33-5612
　　　　　　　　　市来庁舎市民課　☎ 21-5111
　　　　　　　　　川内年金事務所　☎ 22-5276

〇講 習 名　暮らしに役立つ掃除講習
〇開 催 日　10 月 26 日（水）、27 日（木）
〇講習時間　10：00 ～ 16：00（5 時間／日）
〇場 所　市シルバー人材センター会議室
〇定 員　10 名
〇受 講 料　無料
〇内 容　①清掃の目的と心構え
　　　　　　②接遇マナー
　　　　　　③清掃の基礎知識
　　　　　　④清掃の基本動作
　　　　　　⑤清掃実習
〇対 象 者　
　60 歳以上の方でセンターの新規会員として就業を
　目指す方、または現会員で新たな職種や業務内容を
　希望する方、１年間未就業の方。
〇申込期限　10 月 7 日（金）必着
〇申込・問合せ
　県シルバー人材センター連合会　☎ 099-206-5422

　市高齢者クラブ連合会では、グラウンドゴルフや花
壇整備美化、子ども達との異世代交流、研修旅行など
の健康・友愛・研鑚活動に加え、「支えられるから支
えるへ」を合言葉に、高齢者が相互に支え合う取り組
みを進めています。
　高齢者クラブに加入して様々な活動に参加してみま
せんか。現在、高齢者クラブの無い地区の新クラブ設
立も歓迎します。
〇問合せ　市高齢者クラブ連合会事務局
　　　　　（社会福祉協議会内）
　　　　　☎ 080-6432-3370　福元
　　　　　☎ 090-7183-5612　祐下

　９月 18 日（日）から 24 日（土）までの１週間は、
認知症を理解し一緒に歩む県民週間となっています。
この期間に、認知症になっても住み慣れた地域で安心
して暮らすために、認知症について理解を深め、正し
い知識を学ぶための講座を開催します。ぜひご参加く
ださい。
〇開 催 日　９月 22 日（木）18：00 ～ 19：30
〇会 場　防災センター会議室
〇対 象　関心のある方ならどなたでも
〇申 込 期 間　９月 16 日（金）まで
〇申込・問合せ　地域包括支援センター　☎ 33-5644
※マスクの着用をお願いします。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。

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について）

年金をもらっている方が亡くなった時
の手続き（未支給年金）

シルバー人材センター技能講習会
60代だから!70代だけど!!これからも仕事がしたい

高齢者クラブ入会のお誘い

認知症サポーター養成講座の開催
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〇日 時　９月 25 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
〇申込み　９月 22 日（木）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

〇試験の種類　甲種・乙種（全類）・丙種
〇受付期間
　・電子申請　９月 17 日（土） ～ 26 日（月）
　https://www.shoubo-shiken.or.jp
　※期間中 24 時間受付
　・書面申請　９月 20 日（火） ～ 29 日（木）
　９：00 ～ 17：00（土・日・祝日を除く）
〇試 験 日　11 月５日（土） 
〇試験会場　薩摩川内市他７市町
〇受付・問合せ　（一財）消防試験研究センター
　鹿児島県支部　☎ 099-213-4577
※ 10 月 15 日（土）、16 日（日）に受験準備講習会
　（乙種第４類）も実施される予定です。受験願書等は、
　消防本部といちき分遣所にあります。

　・浄化槽は、適正な浄化槽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
　浄化槽の清掃料は、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

　はり紙、立看板、広告板、広告塔などの屋外広告物は、私たちの生活に必要な情報を伝えてくれます。
　一方、これらの広告物が無秩序に氾濫すれば、良好な景観を損なうばかりでなく、落下、倒壊による危険や交
通安全上の問題も発生する恐れがあります。
　この旬間では、屋外広告物の適正な管理や設置についての意識向上を図ることを目的とし、市では、違法とな
る屋外広告物の是正指導や簡易除却を行います。
　安全で美しいまちづくりのため、皆様のご理解とご協力をお願いします。
　なお、屋外広告物を設置する際は、都市建設課までお問い合わせください。
〇問合せ　都市建設課　☎ 21-5153

９月１日から10日までは「屋外広告物適正化旬間」です

普通救命講習会の受講者募集 第２回危険物取扱者試験

適正な浄化槽清掃のお願い
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　県司法書士会などでは、10 月１日「法の日」にちな
み無料相談所を開設します。お気軽にご相談ください。
〇日 時　10 月１日（土）10：00 ～ 16：00
〇場 所　中央公民館
〇相 談 員　司法書士、土地家屋調査士、税理士
〇相談内容
　・消費者金融問題、架空請求問題
　・土地建物の登記、会社の登記
　・土地の地積、分筆、測量、境界
　・所得税、贈与税、相続税、その他税務一般
　・遺言書　・成年後見手続き
　・裁判手続や裁判所に提出する書類の相談等
　・供託　・その他様々な相談
〇予 約　不要
※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　県司法書士会　☎ 099-256-0335

　令和３年度において、農地の貸し借りの契約が締結
された賃借料について、次のとおり公表します。
　ただし、地理的条件や、土地条件等の区分はしてい
ません。
　農地の貸し借りについては、次の表の賃借料を参考
に、地理的条件や土地条件などを考慮し、双方で十分
協議を行い、必ず農業委員会を通して貸借契約を締結
してください。 

【令和３年度農地の賃借料】（単位：円 /10a・件）

※農業委員会に届けを出していない相対による個人間
　の契約や、使用貸借（賃借料が無料）の分は、含ん
　でいません。
※平均額は、最高額と最低額を除いて算出してありま
　す。
※金額は、10a 当たりで 100 円未満を四捨五入して
　います。
〇問合せ　農業委員会　☎ 21-5118

　近年、悪質な密漁が問題になっています。
　特にアワビ、ナマコ、イセエビ等は容易に採捕でき
ることから、密漁の対象となりやすく、密漁が横行し
ています。
　また、資源管理のルールを十分に認識していない一
般市民による個人的な消費を目的とした密漁が、本市
でも発生しています。
　ナマコ・アワビについては、3 年以下の懲役または、
3,000 万円以下の罰金、漁業権の対象となる水産動植
物（ウニ、タコ、イセエビ等）を権限なく採捕した場
合は 100 万円以下の罰金となるなど、密漁の罪は大
きくなっています。
　本市海岸でも取り締まりが強化されていて、今年度
も市内全域において複数の事件が発生しています。川
や海ではルールを守って迷惑をかけないようにしま
しょう。
〇問合せ　水産商工課　☎ 33-5637

　農地を住宅や資材置場、駐車場、山林など農地以外
の用途に転用する場合は、農業委員会の許可が必要で
す。農地を無断で転用したり、許可内容と異なる目的
の転用は「違反転用」となり、厳しい罰則（個人の場
合は３年以下の懲役または 300 万円以下の罰金、法
人は 1 億円以下の罰金）が科せられます。不動産登
記簿の地目と現況が一致しない場合は、申請・許可が
必要となる事がありますので、お近くの農業委員・農
地利用最適化推進委員または農業委員会事務局へ相談
してください。
〇問合せ　農業委員会　☎ 21-5118

　高年齢者（55 歳以上）の方を対象に、漁業体験を
していただく「ひっとべ！おためし漁業体験会」を開
催します。
　漁業に関心があるけど不安がある方など、一度、漁
業体験で漁業の魅力に触れてみませんか。
〇内 容　一本釣りによる漁業体験
〇日 時　９月 26 日（月）～ 30 日（金）の期間に
　　　　　　１回、７：00 ～ 12：00
※漁業体験は、天候に左右されることから、実施予定
　期間内に１回の体験となります。
〇定 員　５名以内
〇体 験 料　無料
※体験に有する専用器具以外の道具は、各自ご持参く
　ださい。（帽子、靴、タオル等）
〇申込期限　９月 21 日（水）
〇申込・問合せ
　市生涯現役促進協議会　☎ 26-1197

地目 平均額 最高額 最低額 デ－タ数

田 9,800 18,500 3,500 80
150

畑 5,500 10,100 1,000 70

「無料法律・登記・税務相談所」の開設

農地の賃借料の公表

密漁の禁止・沿岸密漁の対策

無断転用は法律違反です

高年齢者を対象にした
「ひっとべ！おためし漁業」の開催！

～まだまだ現役！皆さんの力を求めています！～
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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・荒川地域振興住宅は２台まで）
　・連帯保証人（１人）緊急連絡先（１人）
〇申 込 期 限　９月 20 日（火）必着
〇抽 選 日　９月 27 日（火）10：00　
　　　　　　　市来庁舎２階研修室
〇入居予定日　10 月 14 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）

〇随時募集について
　・家賃、入居基準、入居に必要なものについては「市
　営住宅入居者募集（９月）」と同様です。
　・随時募集の住宅については、申し込み順で決定しま
　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 18 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
１戸

耐火５階建
（４階）・３DK

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）

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

平佐原住宅
（ 市 来 小 学
校近く）

平成 16 年度
１戸

耐火３階建
（１階）・３DK

水洗トイレ
不可

荒 川 地 域 振
興住宅（荒川
小学校近く）

平成 29 年度
１戸

木造平屋建
３DK

水洗トイレ
不可

住宅名 位置 戸数 単身入居

荒川住宅 荒川 1250 番地 2
（荒川小学校近く） ４戸 不可

ウッドタウン 生福 9874 番地 182
（脳神経外科近く） ６戸 不可

郷野原住宅 住吉町 120 番地
（串木野庁舎近く） ２戸

入居可
（但し 60

歳以上）

新田住宅 平江 20271 番地 19
（新田公園近く） １戸

入居可
（但し 60

歳以上）

芹ケ野住宅 芹ケ野 15231 番地
（芹ケ野公民館近く） ２戸 不可

ひばりが丘
団地

ひばりが丘 5604 番地
（だいわ串木野店近く） ３戸 不可

文京町団地 美住町 57 番地
（串木野高校近く） ５戸

一部可
（但し 60

歳以上）

松下住宅 冠岳 12002 番地
（冠岳小学校近く） １戸 不可

佐保井住宅 大里 4685 番地 2
（A コープ大里店近く） ６戸 不可

珍ノ山住宅 川上 4168 番地 1
（川上小学校近く） １戸 不可

中組住宅 川上 944 番地 1
（川上小学校近く） ５戸

一部可
（但し 60

歳以上）

日ノ出住宅 湊町 1 丁目 243 番地
（アクアホール近く） ５戸 不可

市営住宅入居者募集（9月） 市営住宅入居者募集（随時）
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〇入 居 資 格
　・18 歳以下の養育している子どもがいる方
　・婚約中及び結婚の予定などの理由で、今後子育てが
　見込まれる世帯
　・市税等の滞納がない方
　・入居者及びその同居者が暴力団員ではないこと
〇子 育 て 支 援
　・18 歳以下の養育するお子様１人につき 1,000 円の
　家賃減額助成
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 位置 戸数 単身入居

酔之尾東団地
　１号棟 照島 4946 番地２ 13 戸 不可

酔之尾東団地
　２号棟 照島 4946 番地２ 14 戸 不可

　2023 年開催の燃ゆる感動かごしま国体・かごしま
大会の推奨花の育て方などを学ぶ「花育て教室」を実
施します。
　プランターへの寄せ植えや、太陽国体時使用鉢への
定植を行います。寄せ植えしたプランターはプレゼン
トします。（１グループに 1 プランター）
〇日 時　 10 月 15 日（土）９：00 ～ 10：30
　　　　　　　　　　　　　　　（受付８：30 ～）
〇場 所　市総合体育館外東側屋根付きスペース
〇対 象　市内在住の花育てに興味のある個人また
　　　　　　はグループ
〇募集定員　先着各 10 組（定員に達し次第受付終了）
〇申込方法　電話または FAX
〇受 講 料　無料
〇申込・問合せ
　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
　（シティセールス課国体推進係）
　☎ 33-5642　FAX 32-3124

　犯罪等による被害の未然防止や住民の安全・安心に
関する相談など、事件・事故以外で緊急ではないが警
察に相談したい時は、次の相談窓口にお電話ください。
早目の相談で悩みを解消しましょう。
　・警察安全相談
　☎＃ 9110（24 時間毎日受付）
　・警察安全相談センター
　☎ 099-206-0110（24 時間毎日受付）　
※警察本部代表電話に繋がります。用件を「警察安全
　相談」とお伝えください。　
　・ヤングテレフォン・少年サポートセンター
　☎ 099 - ２

ふ こ う に

５２- ７
な や む な

８６７
※少年の悩み事、いじめ、非行に関すること。
　・性犯罪被害 110 番
　☎＃８

ハ ー ト さ ん

１０３
　・けん銃・薬物・企業暴力相談
　☎ 099-255-0110
※県警メールによる相談
　「police@pref.kagoshima.lg.jp」
　右の二次元コードからメールできます。
〇問合せ　
　いちき串木野警察署　☎ 33-0110

〇期 間　10 月３日～ 12 月 26 日、全 12 回、
　　　　　　毎週月曜日（祝日を除く）
　　　　　　14：00 ～ 16：00
〇場 所　串木野体育センター　等
〇対 象 者　市内に居住する 60 歳以上の方
〇定 員　30 名（定員になり次第締切）
〇内 容　健康体操及びニュースポーツ
〇参 加 料　保険料　60 歳から 64 歳　1,850 円
　　　　　　　　　　65 歳以上　1,200 円
〇開 講 式　10 月３日（月）14：00 ～
　　　　　　串木野体育センター
〇申込方法　９月 12 日（月）以降、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）に保険料を添えてお申し込み
　　　　　　ください。（串木野体育センターでは受
　　　　　　付は行いません。）
〇そ の 他　教室実施中以外は、マスクを着用のうえ
　　　　　　ご参加ください。
※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。
〇問 合 せ　社会教育課　☎ 21-5129

定住促進（子育て支援）住宅入居者募集（随時）

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会
花育て教室参加者募集

9月11日は「警察相談の日」

<新>健康つくりスポーツ教室生募集
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　市民、一人ひとりが交通ルールを守り、正しい交通マナーを習慣づけるよう心がけましょう。
〇期 間　９月 21 日（水）～ 30 日（金）
重点１　「 子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全確保 」
　・歩行者の交通ルール遵守の徹底
　・歩行者の安全確保
重点２　夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止及び飲酒運転の根絶
　・夕暮れ時と夜間の交通事故防止
　・運転者の歩行者等への保護意識の向上
　・飲酒運転の根絶
　・妨害運転等の防止
　・二輪車運転者等に対する広報啓発
　・高齢運転者の交通事故防止
　・後部座席を含めた全ての座席のシートベルトの着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底
重点３　自転車の交通ルール遵守の徹底 
　・自転車の交通ルール遵守と交通マナー実践の徹底
　・自転車利用者等の安全確保
〇問合せ　まちづくり防災課　☎ 33-5631

　串木野新港から便利なフェリーを利用して甑島へ旅行する市民に割引助成を実施します。
　身近な島旅しませんか。
〇対 象　本市に住所のある２名以上 20 名までのグループ
　　　　　　車両持ち込み希望の場合、往復航送予約できた方（ご自身で航送予約済みの場合も対象）
〇助 成 額　大人１人 5,000 円、小人１人 2,500 円（小児運賃で乗船の小人）
〇対象期間　９月 17 日（土）～ 12 月 27 日（火）
　　　　　　※ただし、予算に達し次第終了。
〇申込期間　12 月 20 日（火）まで
　　　　　　※旅行日の一週間前までに事前申込必須。
〇申込・乗船券購入先　市総合観光案内所
※割引助成を受けるには諸条件がございます。助成は、旅行終了後のキャッシュバック形式で行います。
　詳しくは事前に観光案内所へお問い合わせください。
≪割引助成対象外≫
　・乗船料の発生しない乳幼児等　・高速船利用　・片道だけの利用　・旅行終了後の申し出
　・パッケージツアー等の併用　・他社での乗船券購入　
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により停止することがあります。
〇問 合 せ　市総合観光案内所　☎ 32-5256　
　　　　　　〒 896-0052　上名 3018　営業時間８：30 ～ 17：30　

秋の全国交通安全運動
「ルールとマナー　乗せて走ろう　秋の道」
～9月30日（金）は「交通事故死ゼロ」を目指す日 ～

「いってみっか！フェリーで島旅キャンペーン」のご案内

飲酒運転は犯罪です！飲酒運転は犯罪です！
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〇後期講座

〇いきいき女性講座

〇対 象　市内に居住または、勤務している女性を優先し、男性の方も受講できます。
〇場 所　いちき串木野市働く女性の家
〇受講料　無料（ただし、材料費実費負担）
　　　　　※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　９月 10 日（土）～ 17 日（土）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、申込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 期　日 時　 間 定員 回数 講　座　内　容（持ってくる物・材料費）

ピラティス
10/ ６～ 12/15

毎週木曜日
14：00 ～
15：00

15 名 10 回
骨盤の歪みを改善し、姿勢の悪さや疲れ
やすさ、肩凝りなどを解消します。

初心者のための
エコクラフト

10/ ６～Ｒ５. ２/ ２
第１・３木曜日

９：30 ～
11：30

12 名 ８回

基礎から編み方を学びます。結んでたた
んで素敵な作品を作りましょう。（はさみ・
洗濯ばさみ 10 ～ 20 個・ボンド・材料費
1,200 円程度｛８回分｝）

立体造形入門
10/13 ～Ｒ５. １/26
第２・４木曜日

10：00 ～
12：00

12 名 ８回

立体造形の基礎を学びます。角材や粘土
を彫ったり、ライフマスクを作ったりし
ます。（彫刻刀・筆記用具・のみ｛持って
いる方｝・エプロン・古いタオル・材料費
1,800 円程度｛８回分｝）

メ ッ シ ュ ワ ー ク
のバッグ作り

10/ ４～ 10/25
毎週火曜日

10：00 ～
12：00

12 名 ４回

お好きな生地をバイヤステープにカット
し、組んでオリジナルの柄にしてバッグ
を 作 り ま す。（ 生 地 90cm 巾 × 30cm・
90cm 巾 × 50cm を 色 違 い で 各 1 枚・
30cm × 30cm の薄手の生地 1 枚・ハサミ・
チャコペンシル・定規・しつけ糸）

ドライフラワーと
木の実のハーフリース

10/21（金）
10：00 ～
12：00

12 名 １回
木の実を使ったハーフリースで秋を感じ
ませんか。（材料費 1,500 円）

　市では、健康づくりや防災、消費生活問題など、市
民の皆さまの様々な学習ニーズに対応するため、また、
市政の課題や取り組んでいる施策等について知ってい
ただくことを目的に市の職員による出前講座を行って
います。
　市内に在住・勤務・在学している５名以上の団体・
グループであればご要望に応じて、申込者の希望する
場所に出向きます。
　講師料は、不要です。お気軽にご利用ください。
　講座内容は、社会教育課にお問い合
わせいただくか、市のホームページを
ご覧ください。
〇問合せ　社会教育課　☎ 21-5128

　文化祭に出演する団体・個人を募集します。
〇期 日　11 月６日（日）
〇場 所　市民文化センター
〇出演時間　１団体・個人　10 分程度
　　　　　　※文化協会加盟団体は 15 分程度
〇出演条件　特になし
〇応募方法　
　申込用紙は、社会教育課、市立図書館本館、アクア
　ホールにあります。提出も同場所へ。
　なお、土日・祝日は社会教育課以外の場所へ提出。
※応募多数の場合は、選考のうえ決定します。
〇応募締切　９月 20 日（火）
〇問 合 せ　社会教育課　☎ 21-5113

職員による「まちづくり出前講座」
市民皆さまのご利用をお待ちしています！

令和４年度文化祭出演者募集

働く女性の家受講生募集

9



〇募集対象　市内在住、または市内に勤務されている成人
〇受 講 料　無料
〇申込受付は次のいずれか
　・右の二次元コードから申し込み。　　　　　　　二次元コードでの申し込みはこちら→
　・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申込用紙に記入してポストに投函。
　・FAX で申し込み。氏名、住所、電話番号、年齢、申込講座名を記入。（FAX 36-5044）
※電話での申し込みは受け付けていません。
〇締 切　９月 20 日（火）
※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９月 26 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

講　座　名 内　　　　容 実施日・時間 人数 会場

大人の楽しい
英会話講座

初心者向けの日常英会話や外国の文
化について学びませんか。
英会話が初めての方も大歓迎です！
楽しく気軽に英会話に親しみましょ
う。

10/18（火）
10/25（火）
11/１（火）
11/８（火）
11/15（火）
11/22（火）
（全６回）
19：00～

　　　20：00

10名 中央公民館

　市来幼稚園では、未就園の子どもとその保護者を対
象に「ともだちひろば」を開催します。園児と一緒に
遊んだり、ふれあったりする交流の場です。皆さんの
参加をお待ちしています。
〇日 時　９月 28 日（水）　① 10：00 ～ 10：40
　　　　　　　　　　　　　　　② 10：50 ～ 11：30
※申込時に、①か②の希望時間をご連絡ください。
　（各 10 世帯まで）
〇場 所　市来幼稚園
〇対 象 者　未就園児とその保護者
〇申込締切　９月 21 日（水）
〇そ の 他　
　帽子・上履き・水分補給用の水筒等を用意してくだ
　さい。また、感染症対策のため、幼稚園正面玄関で
　受付後、検温とマスク着用の協力をお願いします。
　駐車場は市来幼稚園近くの市来体育館臨時駐車場を
　お使いください。
〇申込・問合せ　市来幼稚園　☎ 36-3188
※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。

　次の日程で献血を実施します。多くの方々のご協力
をお願いします。
〇日 時　９月 22 日（木）　
〇受付時間　９：00 ～ 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～ 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　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

生涯学習講座　(短期講座) 受講生募集

ともだちひろばのご案内 串木野ライオンズクラブ献血のお知らせ

10 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


