
　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 冬休み～」を実施します。
　今回は、市内在住の外国人の方々を講師にお迎えし、
世界のクリスマス事情やアクティビティ等を通して、
異文化に触れて理解を深める内容となっています。　
　また、前回実施したこども大学の
様子は、右の二次元コードからご覧
いただけます。
〇日 時　12 月 24 日（土）9：00 ～ 13：00
〇場 所　上名交流センター
〇対 象 者　小学４～６年生の児童
※市内在住の方を優先します。
〇定 員　20 名（先着順）
〇参 加 料　1,500 円
〇持参するもの
　マスク、筆記用具、上履き、ハンカチ
〇申込方法　Google Form
※ 11 月 21 日（月）９：00 ～市公式 LINE で受付開始
※市公式 LINE の受信設定で欲しい情報 “ イベント ”
　にチェックされてる方のみメッセージが届きます。
〇問 合 せ　企画政策課　☎ 33-5628

　「ちょっとまちから離れた場所で美容と癒しと火で
新たな発見をする時間」をテーマにした７種類の体験
イベントを開催します。
　予約制で、宿泊を伴うキャンプもできます。また、
予約なしでも体育館遊び、もみじ狩りができます。ぜ
ひ遊びに来てください。
〇日 時　11 月 12 日（土）10：00 ～
〇場 所　旧冠岳小学校
〇参加料　大人 1,000 円～、中学生以下 700 円～
〇詳 細
　詳しくは、下の二次元コードからご確認ください。

〇問合せ
　地域おこし協力隊　原島
　kosodate.ichikikushikino@gmail.com

　エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受け
ている市民及び事業者の負担を軽減する支援策の一環
として、水道料金のうち基本料金を免除します。
〇対 象 者　
　すべての給水契約者（一部の公共機関を除く）
〇減免措置
　水道料金にかかる基本料金が免除されます。
〇免除期間　検針する月によって異なります。
　・奇数月検針地区
　11 月～令和５年 2 月請求分の 4 か月間
　・偶数月検針地区
　12 月～令和５年 3 月請求分の 4 か月間
※ 3 月請求分は、1 月 31 日までの給水契約者が対象
〇注意事項
　・使用水量による料金及び下水道使用料は対象外とな
　ります。
　・今回の免除に係る申請手続きは不要です。
　・検針時に配付する「上下水道使用量等のお知らせ」
　は免除後の金額となります。
〇問 合 せ　上下水道課　☎ 21-5155

　いちき串木野商工会議所青年部主催で、合同企業説
明会を開催します。
　魅力ある地元企業が多数参加予定ですので、本市で
働きたいと考えている方は、ぜひご参加ください。
〇日 時　11 月 26 日（土）13：00 ～ 16：00
〇場 所　いちきアクアホール
〇対 象　
　本市内外の求職者・高校 2 年生・専門学生・大学生
〇参加費　無料
〇問合せ　いちき串木野商工会議所青年部事務局
　　　　　☎ 32-2049

Instagram

こども大学～2022冬休み～参加者募集

秋のリトリートイベント開催

物価高騰の影響による
水道料金（基本料金）の免除

～ワクワク人財発掘プロジェクト～
合同企業説明会を開催します！
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　10 月からオミクロン株対応２価ワクチンによる接
種を実施しています。このワクチンは、１・２回目接
種を完了しないと接種できません。
　また、１・２回目接種に使用されている従来型ワク
チンは年内で国からの供給が終了する予定ですので、
接種を希望する方は、早めに接種を受けてください。
〇問合せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

　暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の間柄を
問わず、決して許されるものではありません。
　特に、夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、
人身取引、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー
行為等、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵
害するものであり、決して許されるものではありませ
ん。

【配偶者や交際相手からこのようなことはありませんか？】
　・身体的暴力：なぐられる、けられる、たたかれる、
　　　　　　　物を投げつけられる、突き飛ばされる
　・精神的暴力：怒鳴られる、無視される、生活費を渡
　　　　　　　さない、交友関係を監視される
　・性的暴力：性行為を強要される、避妊に協力しない
　一人で悩まないで。早めの相談が問題解決への第一
　歩です。
〇相談・問合せ　
　子どもみらい課　☎ 33-5618
　鹿児島県男女共同参画センター
　☎ 099-221-6630 ／ 6631（9：00 ～ 17：00 月曜日休館）

　赤ちゃんを抱っこひもで抱っこして踊る「ベビーダ
ンス」は、乳幼児虐待を未然に防ぎ、パパママの育児
不安やストレス、運動不足の解消にもなります。抱っ
こと心地よいリズムに、ぐずっていた赤ちゃんもうっ
とりスヤスヤ。親子の絆が深まるイベントです。
〇日 時　11 月 19 日（土）10：00 ～ 11：30
〇場 所　串木野高齢者福祉センター　集会室
〇対象者　首がすわった生後３か月からのお子様とそ
　　　　　の保護者（家族参加可能）
〇定 員　15 組
〇講 師　日本ベビーダンス協会
　　　　　認定インストラクター　小島美幸　氏
〇参加料　無料（要予約）
〇持ってくる物
　抱っこひも・赤ちゃん用体温計・飲み物
〇申込期限　11 月 12 日（土）
〇申込・問合せ
　ベビーダンス鹿児島　小島　☎ 090-6776-0448

　「健康な人づくりで豊かな郷土を築こう」をスロー
ガンに、誰もがすこやかで生きがいを持っていきいき
と暮らせる地域共生社会を目指して、「元気いきいき
フェスタ 2022（保健福祉大会）」を開催します。
〇日 時　11 月 22 日（火）10：00 ～ 12：00
〇場 所　市民文化センター
〇内 容 
　10：00 ～オープニングセレモニー（照島保育園児）
　　　　　　表彰式（福祉功労者、8020 運動等）
　11：30 ～高齢者クラブ会員による唄・踊り等
※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　福祉課　☎ 33-5619

　現在、成人の６人に１人が糖尿病、その予備群とい
われています。
　糖尿病が心配な方は保健師、栄養士が個別に相談に
応じます。自分の生活習慣について見直す機会にぜひ
ご参加ください。
　来所の際は体温測定し、マスク着用のうえ、お越し
ください。
〇日 時　11 月 14 日（月）、28 日（月）
　　　　　9：00 ～ 12：00
〇場 所　串木野健康増進センター
〇内 容　検尿、体重・体脂肪測定、血圧測定、栄養
　　　　　の相談など。
〇問合せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450 　DV、セクハラ、ストーカーなど女性に対する暴力

や離婚にまつわる諸問題など、女性の人権に関わる問
題を女性の弁護士が電話で相談に応じます。
〇相談日時　11 月 30 日（水）10：00 ～ 16：00
※予約優先です。
　詳しくは、相談室（☎ 099-221-6630/6631）まで
　お問い合わせください。

＜新型コロナワクチン接種＞
初回（1・2回目）接種がまだお済みでない方へ

11月12日から25日までは
「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

糖尿病が心配な方の健康相談を実施します

抱っこでハッピー子育て!ベビーダンス開催
～児童虐待防止オレンジリボン啓発イベント～

～女性のための法律110番～

「元気いきいきフェスタ2022
（保健福祉大会）」を開催
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　結核の早期発見を目的としたレントゲン撮影を実施します。
　近年、結核を軽視する傾向がありますが、医療の進んだ現在でも、どの国も安全とは言えず、結核の脅威を見
過ごすことはできない状況にあります。特に高齢者の結核の罹患者は減少していません。
　肺がんや心臓病の早期発見のためにも、毎年１回は必ず受診しましょう。
〇対象者　65 歳以上（昭和 33 年 4 月 1 日までに生まれた方）
※ただし、病院等で受診済み、結核で治療中、肺がん検診受診者は除きます。
〇その他　上の衣服・肌着は、ボタン・金具・カラーペイントのないものを着用し、ネックレス・磁気ばんそう
　　　　　こう等は外してきてください。
〇日時・会場　どの会場でも受診できます。

〇問合せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

令和４年度　結核レントゲン撮影のお知らせ

月日 時　間 会　場

11
月
14
日
（
月
）

　9：30 ～ 　9：50 土川交流センター

10：00～10：10 下山公民館

10：30～11：00 羽島交流センター

13：00～13：10 よいやんせ市場

13：30～13：50 白浜公民館

14：10～14：20 城之園康弘様宅前

14：40～14：50 荒川交流センター

15：10～15：20 草良公民館

11
月
15
日
（
火
）

　9：30 ～ 　9：50 芹ケ野公民館

10：10～10：30 金山公民館

10：50～11：00 高浜蒲鉾駐車場

13：30～13：50 川南交流センター

14：10～14：40 市来体育館

15：00～15：20 市来保健センター

11
月
16
日
（
水
）

　9：30～11：00 市民文化センター

13：30～14：00 野平交流センター

14：20～14：40 願船寺本堂横駐車場

15：00～15：20 エビスヤ前

15：40～16：00 串木野健康増進センター

11
月
17
日
（
木
）

　9：30 ～ 　9：50 旧田代商店前（岩下）

10：00～10：20 旧農協冠岳出張所

10：30～10：50 瀬戸口健治様宅前

13：10～13：40 元町公民館

14：00～14：30 本浦交流センター

14：50～15：10 新生町公民館

15：30～15：50 御倉町公民館

月日 時　間 会　場

11
月
18
日
（
金
）

　9：30 ～ 　9：40 ぞうさん広場（野元）

10：00～10：20 曙町公民館

10：50～11：30 照島交流センター

13：30～13：50 生冠中学校体育館後

14：10～14：20 石野安久様宅前（下石野）

14：40～14：50 旧平川商店（河内）

11
月
21
日
（
月
）

　9：30 ～ 　9：50 中ノ平後公民館

10：10～10：30 川上地区活性化センター

10：50～11：10 迫公民館

13：30～13：50 平向公民館

14：10～14：20 池ノ原公民館

14：40～15：00 川北交流センター

15：20～15：30 島内公民館

11
月
22
日
（
火
）

　9：30 ～ 　9：50 上名交流センター

10：10～10：30 旧南食料品店（浜ケ城）

10：50～11：20 石川山公民館

13：30～14：00 袴田公民館近く

14：20～14：40 串木野小学校西側門付近

15：00～15：30 春日町公民館

11
月
24
日
（
木
）

　9：30 ～ 　9：50 西田塗装（旧農協別府出張所）

10：10～10：40 ひばりが丘団地

11：00～11：10 県営団地集会場（西塩田）

13：20～13：40 上地商店付近

13：50～14：10 植村ビル駐車場

14：30～15：00 桜町公民館
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　児童虐待問題は、虐待の発生の防止、早期発見・早期対処など地域全体で取り組み、解決しなければならない
問題です。児童虐待への正しい認識と関心をもち、児童を虐待から守りましょう。

　ヘルプマーク・ヘルプカードは、支援が必要な人が困ったときに
支援を求めるためのもので、支援が必要な人と支援ができる人を結
ぶマーク（カード）です。
　ヘルプマーク（カード）を持っている方が困っているときは、で
きる範囲での手助けや声掛けなど、必要な配慮や支援、思いやりの
ある行動をお願いします。
〇対象者
　日常生活や災害時などに配慮や支援を必要とする方（義足や人工関節、内部障害や難病、妊娠初期の方など）
※障害の有無や障害者手帳の有無は問いません。
〇配付窓口・問合せ
　福祉課　　　　　☎ 33-5652
　市来庁舎市民課　☎ 21-5111
※配付時に簡単なアンケートの記入があります。 

　車内の温度は、比較的涼しいと思われる日であっても日中の気温上昇とともに、窓を少し開ける程度では車内
温度の上昇を防ぐことはできず、その危険度が高まります。
　子どもは体温調節が未熟なこともあり、このような車内では短時間でも熱中症になり命を失う危険があります。
　「眠っているから」「少しだけ」などと子どもを車内に乗せたまま、その場を離れることは大変危険です。
　たとえ短い時間であっても、車内に子どもをおいて車から離れることは絶対にしないでください。
　子どもだけが車に放置されているのを見かけたら迷わず通報を！

〇相談・問合せ　児童相談所全国共通ダイヤル　☎ 189（局番無し）
　　　　　　　　鹿児島県中央児童相談所　　　☎ 099-264-3003　　　　　　　　
　　　　　　　　子どもみらい課　　　　　　　☎ 33-5618

子どもを車内に置き去りにすることは児童虐待（ネグレクト）にあたります

児童虐待とは…？

●身体的虐待 殴
なぐ

る、蹴
け

る、叩
たた

く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、
溺
おぼ

れさせる、家の外にしめだす　など

●性的虐待 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィティの被写体
にする　など

●ネグレクト 乳幼児を家に残して外出する、食事を与えない、ひどく不潔なままにす
る、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かな
い、他の人が子どもに暴力を振るうことなどを放置する　など

●心理的虐待 言葉により脅かす、無視する、きょうだい間で差別的な扱いをする、子
どもの目の前で家族に対して暴力を振るう（ＤＶ）　など

あなたの１本の電話で救われる子どもがいます

児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。

11月は児童虐待防止推進月間です

ヘルプマーク・ヘルプカードをご存知ですか？
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　母子（父子）家庭などのお子さんを対象にした無利
子の貸付制度があります。学校で学んだり、就職した
り、あるいは働くのに必要となる技能取得のために必
要な資金に使えます。詳細はお問い合わせください。

【修学資金】
〇対象者
　高等学校、短期大学、大学、高等専門学校または専
　修学校で修学するために必要な経費（※）で、母
　子（父子）家庭の児童、父母のいない児童、寡婦が
　扶養している子
　※授業料、書籍代、学用品代、通学費等
〇貸付金　月額 27,000 ～ 146,000 円
　　　　　学校の種類等によって異なります。
〇返 済　卒業後６か月据置で、貸付期間の４倍以内
　　　　　（専修学校一般課程は５年以内）

【修業資金】
〇対象者　
　事業を始めるため、または就職するために必要な技
　能を習得するのに必要な経費（※）で、母子（父
　子）家庭の児童、父母のいない児童、寡婦が扶養
　している子
　※授業料、材料費、交通費等
〇貸付金
　・技能習得の場合　月額 68,000 円まで
　・自動車運転免許取得（就職内定者）の場合
　460,000 円まで
〇返 済
　修業期間終了後１年据置で、貸付期間の２倍以内
　（自動車運転免許取得の場合は 10 年以内）

【就職支度資金】
〇対象者
　就職に際して直接必要とする被服・履物等の購入費
　等で、母子（父子）家庭の児童、父母のいない児童
〇貸付金　100,000 円まで
〇返 済　１年据置で６年以内

【就学支度資金】
〇対象者
　来春４月に小・中・高等学校、大学などの修学資金
　の対象となる学校への入学、または知識技能を習得
　させる修業施設（厚生労働大臣が定める施設）への
　入所に必要な経費（※）で、母子（父子）家庭の児
　童、父母のいない児童、寡婦が扶養している子
　※入学金、校納金、教材費、制服代等
〇貸付金　64,300 ～ 590,000 円
　学校種別等によって異なります。
〇返 済
　就学期間終了後６か月据え置きで５～７年以内　
〇その他
　・金額は令和４年４月現在のものです。
　・受験前に申請できます。（できるだけ年内に申請し
　てください）

　・申請から貸付決定まで一定の日数（１～２か月程
　度）を要します。
　・どの資金も連帯保証人が必要です。
　・他にも、母子（父子）家庭の母（父）、寡婦を対象
　として事業開始、事業継続、技能習得、医療介護、
　生活、住宅、転宅、結婚等の貸付制度があります。
　・税金や公共料金に多額の滞納があると貸付ができま
　せん。
〇申込・問合せ　子どもみらい課　☎ 33-5654

　市内に住む障がい者の方やその家族、企業を対象と
した出張相談会を開催します。事前予約制となってい
ますので、希望の時間を確認のうえ、ご予約ください。
〇日 時　12 月 7 日（水）13：00 ～ 16：30
　　　　　　〈相談枠：3 枠〉
　　　　　　① 13：30 ～ 14：20
　　　　　　② 14：30 ～ 15：20
　　　　　　③ 15：30 ～ 16：20
〇場 所   串木野庁舎 地下大会議室
〇相談内容　「一般就労をしたい」
　　　　　　「どこで訓練したら良いのか分からない」
　　　　　　「障がい者の方を雇いたい」など
〇相 談 料　無料（事前予約の３枠のみ）
〇予約・問合せ
　かごしま障害者就業・生活支援センター
　三浦・外山　☎ 099-248-9461
※当日は職歴がわかる履歴書、障害者手帳、その他相
　談に必要と思われる資料をお持ちください。

　県民手帳は、年版・年度版の手帳として利用でき、
各種資料・県内データが充実していて、毎年好評を得
ています。購入希望の方は、次の販売場所でお買い求
めください。
〇値 段　600 円（税込）
〇サ イ ズ　縦 15cm ×横 8.5cm
〇表 紙　黒・赤・青
〇販売場所　市内のコンビニエンスストア、書店、文
　　　　　　房具店
〇問 合 せ　企画政策課　☎ 33-5628 

母子（父子・寡婦）福祉資金の貸付

出張相談会の開催

2023年版県民手帳の販売
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　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。
〇実施日時　11 月 16 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、災害とお間違いのないようご注意
　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

　11 月 30 日は「『ねんきんネット』等を活用しながら、
高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日」とし
て、「年金の日」となっています。
　この機会に、「ねんきん定期便」や「ねんきんネッ
ト」でご自分の年金記録や年金受給見込額を確認し、
未来の生活設計について考えてみませんか。
　「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでも
ご自分の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給
見込額について、ご自分の年金記録を基にいろいろな
パターンの試算が可能です。
　「ねんきんネット」のご利用登録や詳しいことは、
日本年金機構のホームページへ！
※スマホからマイナンバーカードを使って、マイナ
　ポータルからも入れます。

〇問合せ
　「ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル」
　☎ 0570-058-555（ナビダイヤル）
　・受付　月曜日　　　8：30 ～ 19：00
　　　　　火～金曜日　8：30 ～ 17：15
　　　　　第２土曜日　9：30 ～ 16：00
　　　　　※祝日、12/29 ～ 1/3 は除く

　環境センターに搬入され、まだ使用できるものを市
民の皆様に販売します。新型コロナウイルス感染症拡
大防止対策のため事前参加申し込みが必要です。
〇日 時　11 月 27 日（日）
　　　　　　13：00 開場、14：00 抽選開始
〇場 所　串木野環境センター
〇販 売 品　自転車・家具類・壺類・雑貨
〇申込方法
　電話または右の二次元コードの申込
　フォームからの先着 80 組（1 組 2 名
　まで、未就学児は人数に含みません）
　へ入場券を発送しますので、当日持参
　してください。
〇申込期間　11 月９日（水）～ 16 日（水）
※電話申込は平日のみ、9：00 ～ 17：00
〇注意事項
　・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。
　・リサイクル品のため品質や性能の保証はありません。
　・万一不良品でも返品・交換や返金はできません。
　・包装や配達はできません。
　・同一の品物に、購入希望者が複数いた場合は抽選に
　なります。
　・市民の皆様に広くリユース（再利用）していただく
　ため、転売目的はご遠慮ください。
〇申込・問合せ
　串木野環境センター　☎ 32-2388
　市民生活課　　　　　☎ 33-5614

　配偶者等からの暴力やセクシャルハラスメント、ス
トーカー被害など、女性をめぐる様々な人権問題の解
決を図ることを目的として、全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間が実施されます。
　相談内容は問いません。秘密は厳守されます。
〇実施機関
　鹿児島地方法務局
　鹿児島県人権擁護委員連合会
〇実施日時　11 月 18 日（金）～ 24 日（木）
　　　　　　・平日　8：30 ～ 19：00
　　　　　　・土日　10：00 ～ 17：00
〇ホットライン連絡先　☎ 0570-070-810
※通話料がかかります。
※ IP 電話からは接続できません。
※強化週間以外でも相談は随時受付けています。
　（平日のみ受付 8：30 ～ 17：15）
〇問合せ
　鹿児島地方法務局人権擁護課　☎ 099-259-0684

ねんきんネット 検索

～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所です」
～防災行政無線チャイム～

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

11月は「ねんきん」月間
11（いい）月30（みらい）日は「年金の日」

リサイクル品を販売します

女性の人権ホットライン
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　国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議する国民健康保険運営協議会では、市民の皆様の意見を反映
させるため、被保険者を代表とする委員として参画していただける方を募集します。
※協議会は今回募集する４名の方を含め、委員 13 名で構成されます。

〇いちき串木野市の国民健康保険事業について
　（応募動機、国民健康保険事業に期待すること等、ご自由に記入してください）

いちき串木野市国民健康保険運営協議会委員　応募用紙
提出日　令和４年　　月　　日　

募 集 人 数 4名 報 酬 １回の出会につき4,500円

任 期 令和５年2月1日～令和８年1月31日（３年間）

内 容 委員として、年数回、平日昼間に行う会議に出席し意見等を述べていただきます。

応 募 資 格

次のすべての条件を満たす方
①本市在住者　　　　　　　　　　　②国民健康保険の被保険者
③年齢は満20歳以上、72歳未満　　④国民健康保険税の滞納がないこと
⑤平日昼間の会議に出席可能

応 募 方 法 下の応募用紙を健康増進課（串木野庁舎）へ提出してください。（郵送、FAX、メール）

応 募 締 切 12月２日（金）17：00（必着）

選 考 方 法 応募動機等を参考に適性者を選考（適性者5名以上の場合は抽選）

応 募 ・
問 合 せ

〒896-8601　いちき串木野市昭和通133番地１
健康増進課　☎33-5613（直通）　FAX 33-3300
メール kenko2@city.ichikikushikino.lg.jp

ふりがな 生年月日 年齢

氏 　 名 年　月　日 歳

住 　 所 〒　　　　　　　　いちき串木野市

連 絡 先

電話
自宅　　　　　（　　　　）

携帯　　　　　（　　　　）
FAX

勤務先または
学校名

Ｅメール
アドレス

応 募 資 格 確 認 の た め に 必 要 な 情 報 を
閲 覧 さ せ て い た だ く 場 合 が あ り ま す

承諾する　　　　　　　※　○で囲んでください

国民健康保険運営協議会委員の募集
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　令和４年５月に配布した高齢者元気度アップ・ポイ
ント商品券（令和３年度活動申請分）が、まだお手元
に残っていませんか。
　使用期限が近づいていますので、お早めにお使いく
ださい。
〇使用期限　11 月 30 日（水）
〇使用可能店舗
　・トロちゃんシール会商品券
　　　　　　　　　…トロちゃんシール加盟店
　・市来商工会商品券…市来商工会加盟店
〇申込・問合せ　社会福祉協議会　☎ 32-3183

　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  11 月 21 日（月）
〇説 明 会 
　・日 時　11 月 28 日（月）10：00（受付 9：30 ～）
　・場 所　串木野高齢者福祉センター
※次回の説明会は、12 月 20 日（火）に開催します。
　（今年度最後）
〇申込・問合せ　社会福祉協議会　☎ 32-3183

●フリマサービスでの取引は、売主と買主との個人間の取引です。トラブルが起きた場合は、基
　本的には当事者間での解決を求められることを理解しましょう。
●フリマサービスでは、買主が商品を受け取り、出品者を「評価」すると出品者に代金が支払わ
　れます。評価してサービス上の取引が完了してしまうと、トラブルが起きても、フリマサービ
　ス運営事業者の補償サービスやサポートを受けられないことがあります。商品が届いたら、状
　態をよく確認してから評価しましょう。
●利用する際は、規約や初心者ガイドなどで、取引ルールやトラブル発生時の対応（補償サービ
　スやサポートなど）をしっかり確認することが大切です。

見守り
新鮮情報

フリマサービス受取評価は
商品をよく確認してから

フリマサービスのアプリでブランドもののネッ
クレスを購入した。商品が届いたが、状態をよく確認

せずに受取評価をしたため、その後偽物だと分かっ
た。アプリの規約には「評価後の苦情などについ

ては当事者間で話し合うように」と書かれていた。
（60歳代　女性）

フリマサービスのアプリで中古のプロジェク
ターを購入した。電源が入らなかったので出品者に

連絡したが、評価したことを理由に対応してくれな
い。フリマサービス運営事業者に苦情を伝えると「受
取評価をしたらお金は戻らない」と言われた。

（60歳代　男性）

事例１

事例２

見守り
新鮮情報

見守るくん 

本文イラスト：黒崎 玄 見守り新鮮情報　第434号（2022年10月12日）発行： 独立行政法人国民生活センター 

確認してから
評価しよう

ひとこと
助言 

●フリマサービスでの取引は、売主と買主との個人間の取引です。トラ
ブルが起きた場合は、基本的には当事者間での解決を求められること
を理解しましょう。

●フリマサービスでは、買主が商品を受け取り、出品者を「評価」すると
出品者に代金が支払われます。評価してサービス上の取引が完了して
しまうと、トラブルが起きても、フリマサービス運営事業者の補償サー
ビスやサポートを受けられないことがあります。商品が届いたら、状態
をよく確認してから評価しましょう。

●利用する際は、規約や初心者ガイドなどで、取引ルールやトラブル
発生時の対応（補償サービスやサポートなど）をしっかり確認する
ことが大切です。

フリマサービスのアプリで
中古のプロジェクターを購入した。

電源が入らなかったので出品者に連絡

したが、評価したことを理由に対応して
くれない。フリマサービス運営事業者に

苦情を伝えると「受取評価をしたら
お金は戻らない」と言われた。

（60 歳代　男性）

フリマサービスのアプリでブランドもののネック
レスを購入した。商品が届いたが、状態をよく確認

せずに受取評価をしたため、その後偽物
だと分かった。アプリの規約には「評価
後の苦情などについては当事者間で
話し合うように」と書かれていた。

（60 歳代　女性）

事例2

事例1

フリマサービス
受取評価は

　　商品をよく確認してから

近づいています！
高齢者元気度アップ・ポイント商品券の使用期限

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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　11 月 11 日（金）から 17 日（木）までは「税を考
える週間」です。「税を考える週間」は、税の意義や
役割等、税に対する理解をより深めていただくために
設けられています。
　国税、地方税ではそれぞれテーマを設けて啓発活
動に取り組みます。
　・国 税「これからの社会に向かって」
　・地方税「ちいきのほっとする暮らしとうつくしい
　　　　　未来のためぜんいんがいまできること」
　詳しくは、右の二次元コードを読み取りください。
　本市では、市内小中学生及び高校生の
税に関する作品展示を実施しますので、
市民の皆様のご観覧をお願いします。　
※税についてわからないこと、知りたい
　ことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
〇税に関する作品展示（習字・標語・作文・絵はがき）
①場所　だいわ串木野店
　日時　11 月 11 日（金）～ 25 日（金）午前
②場所　中央公民館・いちきアクアホール
　日時　11 月 25 日（金）午後～ 12 月９日（金）
〇問合せ
　伊集院税務署　☎ 099-273-2541（自動音声案内）
　税務課　　　　☎ 33-5616

　農業振興地域整備計画の全体見直しに関して、県
との事前協議が整ったため公告し、「いちき串木野農
業振興地域整備計画（案）」を次のとおり縦覧します。
当該計画（案）については意見書（いちき串木野市民
に限る）を提出することができます。
　また、当該農用地利用計画（案）に対しては、次の
期間に、異議を申し出ることができます。
〇公告場所　市来庁舎
〇縦覧及び意見書提出
　・場所　農政課・都市建設課土木総合窓口係
　　　　※意見書提出は農政課のみ
・日時　11 月 15 日（火）～ 12 月 13 日（火）
　　　　平日 8：30 ～ 17：15
〇異義申出
　・場所　農政課
　・日時　12 月 14 日（水）～ 28 日（水）
　　　　平日 8：30 ～ 17：15
〇問合せ　農政課　☎ 21-5121

　11 月は、「eLTAX 全国一斉広報月間」として、地
方税の電子申告に便利な eLTAX の利用を推進してい
ます。
　詳しくは、右の二次元コードを読み
取りください。
〇 eLTAX（エルタックス）とは
　インターネットを利用して地方税の申告などを電子
　的に行うシステムのことで、本市でも利用すること
　ができます。
〇 eLTAX の特徴
　・窓口へ行く必要がなく、職場や自宅からインター
　ネットで申告できます。
　・eLTAX に参加している複数の地方公共団体への申
　告がまとめてできます。
　・市販の税務・会計ソフトに対応しています。
　・自動入力や自動計算など、申告書作成支援機能があ
　ります。
〇利用できる税目
　・個人市県民税（給与支払報告書等）
　・法人市民税
　・固定資産税（償却資産）
〇問合せ
　地方税共同機構 eLTAX お問い合わせ窓口
　☎ 0570-081459

　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、串木野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。
〇回収日時　11 月 22 日（火） 8：30 ～ 11：00
〇回収場所　野元家畜市場跡地
〇処理経費　処理単価　58 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と書面の携帯
　が必要になります。
〇問合せ
　さつま日置農協　串木野支所　☎ 32-1112
　農政課　　　　　　　　　　　☎ 21-5121

税の申告にはeLTAX（エルタックス）を
ご利用ください

農業用廃プラスチック類の回収
（串木野地域）

税を考える週間

農業振興地域整備計画（案）の公告・縦覧
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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　11 月 21 日（月）必着
〇抽 選 日　11 月 25 日（金）10：00　
　　　　　　市来庁舎２階研修室
〇入居予定日　12 月 14 日（水）～
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６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 18 年度
１戸

木造２階建
３LDK

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 )

荒川住宅
（荒川小学校
近く）

平成 16 年度
１戸

木造平家建
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

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
（２階）・３DK

水洗トイレ
不可

平成 14 年度
１戸

耐火４階建
（４階）・３DK

水洗トイレ
不可

平佐原住宅
（市来小学校
近く）

平成 17 年度
１戸

耐火３階建
（１階）・３DK

水洗トイレ
不可

　高年齢者（55 歳以上）の方を対象に、就業を目的
とした農業の体験をして頂く「ひっとべ！おためし農
業体験会」を開催します。
　農業に関心はあるけど不安がある方。一度、農業体
験で農業の魅力に触れてみませんか。
〇日 時　11 月 22 日（火）9：00 ～ 12：00
〇内 容　果樹（早生ミカン）の収穫作業
〇定 員　５名以内（先着順）
〇体 験 料　無料
〇申込期限　11 月 17 日（木）
〇申込・問合せ　市生涯現役促進協議会　☎ 26-1197

　高年齢者（概ね 55 歳以上）の方を対象としたお仕
事説明会の参加者を募集しています。
　多数のご参加をお待ちしています。
〇日 時　11 月 16 日（水）14：00 ～ 15：00
〇場 所　防災センター会議室
〇内 容　センターフーズ㈱によるお仕事説明会
※リモート希望者はリモート参加も可能。
〇対 象 者　概ね 55 歳以上の方
〇申込期限　11 月 10 日（木）
〇申込・問合せ　市生涯現役促進協議会　☎ 26-1197

　「第 10 回音楽のつどい」を次の日程で開催します。
そこで、当日出演するハレルヤ合唱団員も募集します。
　多数の応募とご来場をお願いします。
〇日 時　令和５年２月 26 日（日）
　　　　　13：30 ～開演
〇場 所　市民文化センター

【ハレルヤ合唱団】
　・曲　目　ハレルヤ（ヘンデル作曲）
　　　　　故郷は今も変わらず（新沼謙治作曲）
　・練習日　１月～２月の毎週土曜日の夜（８回）
　・場　所　市来地域公民館
　・参加費　無料
〇応募・問合せ　川原純子　☎ 090-5732-7009

市営住宅入居者募集 高年齢者を対象にした
「ひっとべ！おためし農業体験会」

高年齢者の「お仕事説明会」
まだまだ現役！皆さんのお力を求めています！

第10回いちき串木野市音楽のつどいの
開催とハレルヤ合唱団募集のお知らせ

～届け　平和への想いコンサート～
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　日本調停協会連合会・鹿児島調停協会連合会によ
る「無料調停手続相談会」を実施します。
〇日 時　11 月 22 日（火）
　　　　　　10：30 ～ 15：00
〇場 所　山形屋　１号館７階「社交室」
　　　　　　（鹿児島市金生町３－１）
〇相 談 員　裁判所の民事調停委員・家事調停委員
〇相談内容
　民事上のもめごとや家族・親族間のもめごとなどに
　ついての調停手続の具体的な内容や手続きを利用す
　る方法について、無料で相談に応じます。相談者の
　秘密は固く守られます。
※予約制ではありません。
※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
　鹿児島調停協会連合会　☎ 099-808-3706

　地区代表の選手が力走する市地区対抗駅伝競走大会
を開催します。
〇期 日　11 月 20（日）小雨決行・荒天中止
〇場 所　公設卸売市場及び新港周回コース 
〇競技時刻　【スタート】９：45　
　　　　　　【ゴ ー ル】10：40（予定）
〇注意事項
　当日は会場周辺の交通混雑が予想されます。市民の
　皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。な
　お、沿道での応援はお控えください。

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止す
　る場合があります。
〇問合せ　社会教育課　☎ 21-5129

〇日 時　11 月 27 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　11 月 24 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、中止になる場合があります。
〇問合せ　消防本部　☎ 32-0119

〇試験の種類　乙種（第４類）・丙種
〇受付方法・期間
　・電子申請　12 月２日（金） ～９日（金）
※期間中 24 時間受付
※右の二次元コードを読み取りください。
　・書面申請　12 月 5 日（月） ～ 12 日（月）
　　　　　　平日９：00 ～ 17：00
〇試験日時　令和５年２月 11 日（土） 9：30 ～
〇試験会場　鹿児島市
〇受付・問合せ　
　一般財団法人消防試験研究センター
　鹿児島県支部　☎ 099-213-4577
※受験願書等は、消防本部といちき分遣所にあります。

　放送大学は、テレビ・インターネットで授業を行う
通信制の大学です。様々な目的で、幅広い世代の方が
学んでいます。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学
など、約 300 の授業科目があり、１科目から学ぶこ
とができます。
　令和 5 年 4 月の入学を希望する方は放送大学鹿児
島学習センターまでお問い合わせください。
〇出願期間（インターネット出願も受付可）
　・第 1 回募集
　11 月 26 日（土）～２月 28 日（火）必着
　・第 2 回募集
　３月１日（水）～３月 14 日（火）必着
〇資料請求（無料）・問合せ
　放送大学鹿児島学習センター
　（かごしま県民交流センター西棟４階）
　〒 892-8790　鹿児島市山下町 14-50
　☎ 099-239-3811　FAX 099-239-3841
　放送大学 HP　https://www.ouj.ac.jp

無料調停手続相談会のお知らせ

第16回市地区対抗駅伝競走大会

普通救命講習会の受講者募集

危険物取扱者試験

2023年度第1学期（4月入学）
放送大学学生募集
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　県内でも人気の紅葉スポット「冠岳」への誘客を図るため、ＪＲ串木野駅を拠点に冠岳山麓を周回する「くる
くるＭＯＭＩＪＩバス」（予約制）を運行します。
　ＪＲ串木野駅から乗車後は、各停車場所で下車、滞在、後便への乗り換えができる１日乗車券となっています
ので、ご自分のペースで紅葉散策や登山、温泉、お食事、お買い物をお楽しみください。

〇運行日　11 月…19 日（土）、20 日（日）、23 日（水・祝）、26 日（土）、27 日（日）
　　　　　12 月…３日（土）、４日（日）

〇時刻表　※停車場所では後便への乗り換えができます。ぜひ、散策やお買い物などをお楽しみください。

　※薩摩藩英国留学生記念館行シャトルバスへの乗り換えができます。（１日１便）

〇利用方法
　ご利用には事前のご予約が必要です。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、車内では、必ずマスクの着用を
　お願いします。また、乗車時の手指消毒及び検温にご協力ください。

〇利用料金（１日乗車券）※バス乗車時にお支払いください。
　大人（中学生以上）　　　　　１人　500 円
　子ども（３歳以上～小学生）１人　200 円

〇申込・問合せ　市総合観光案内所　☎ 32-5256

停車場所 １号便 ２号便 ３号便 ４号便 ５号便 ６号便 ７号便
（回収車） おすすめの楽しみ方

ＪＲ串木野駅 発 9：10 10：10 11：10 12：10 13：50 14：50 15：40

冠岳展望公園 着 9：35 10：35 11：35 12：35 ↓ ↓ ↓ 登山、徐福像見学

紅葉散策（林道）（10分停車） 発 9：45 10：45 11：45 12：45 ↓ ↓ ↓

旧冠岳小学校 10：10 11：10 12：10 13：10 14：10 15：10 16：00 マルシェ
（11/26、27のみ）※11月26日（土）及び27日（日）のみ経由します。ご注意ください。

冠嶽園 着 10：15 11：15 12：15 13：15 14：15 15：15 16：05 物産販売

薬膳弁当受渡し（10分停車） 発 10：25 11：25 12：25 13：25 14：25 15：25 16：15

冠岳温泉下 10：28 11：28 12：28 13：28 14：28 15：28 16：18 温泉、食事

食彩の里いちきくしきの 着 10：45 11：45 12：45 13：45 14：45 15：45 16：35 食事、買物、観光案内

クッキー詰合せ受渡し（10分停車） 発 10：55 11：55 12：55 13：55 14：55 15：55 16：45

ＪＲ串木野駅 着 11：05 12：05 13：05 14：05 15：05 16：05 16：55

薩摩藩英国留学生記念館

シ ャ ト ル バ ス

ＪＲ串木野駅発 記念館着 記念館発 ＪＲ串木野駅着

14：10 14：30 16：00 16：20

１日乗車券（特典付き）

観光周遊バスで　旅行気分♪
冠岳山麓周遊「くるくるＭ

も み じ

ＯＭＩＪＩバス」を運行します

プチ
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最寄りの停車場所・・・旧冠岳小学校
【冠岳小学校の秋めくマルシェ（地域おこし協力隊主催）】
「旧冠岳小学校」を会場に、素敵なマルシェを開催します。市内クリエーターによる手作り雑貨やス
イーツ等の販売や、地域おこし協力隊がデザインした衣服のファッションショーイベントもあります。

（イベント詳細は、広報いちき串木野 11 月 21 日号に掲載します。）
〇会 場　旧冠岳小学校体育館等
〇開催日時　11 月 26 日（土）及び 27 日（日）10：00 ～ 16：00

◎「冠岳温泉」で入浴・食事の方に、次回使える入浴券贈呈
◎ 「海鮮まぐろ家」で食事の方にソフトドリンク１杯サービス
◎ 「総合観光案内所」のソフトクリーム 50 円引き
　・・・など。乗車券受取時に最新情報をご確認ください。
　（乗車チケット特典は併用可。乗車当日限り有効。）

〇販 売 日　くるくるＭＯＭＩＪＩバスの運行日全日
〇申込方法　乗車希望日の２日前までにバス予約と一緒に総合観光案内所へお申し込みください。

【冠岳薬膳弁当】
　紅葉散策のお供に、心も体も元気になる薬膳弁当
はいかがですか？地域の食材も取り入れた秋の食養
生のお弁当です。
●制作　cafe ONE LOVE
●薬膳効能監修　meguru 主宰 栫 英子氏
●価格　１個 1,300 円（税込）※みそ汁付き
●販売場所　冠嶽園前
●お品書き　ひじきの混ぜご飯、さんま塩麴天ぷら、
里芋と豚肉のうま煮、こだわり健康卵の煮卵　等

【秋のクッキー詰合せ】
　紅葉をイメージした創作クッキーの詰合せです。卵、
乳製品、白砂糖不使用の植物性の食材を使っています。
バスの乗車記念やお土産にいかがですか？
●制作　Veda Sultenfuss（イベント出店や注文販売にてケーキ
　　　　　や焼き菓子を販売している県内外で人気のお店です。）

●価格　１個 2,000 円（税込）
●販売場所　市総合観光案内所
　　　　　　（食彩の里いちきくしきの内）
●セット内容　創作クッキー５種詰合せ（籠入り）

最寄りの停車場所・・・冠嶽園前
【物産販売、食品販売、キッチンカー】
生福・冠嶽地区による野菜や仙人米、黒にんにく等
の物産販売、生活研究グループによる焼きもちやぜ
んざいの販売のほか、市内飲食店のキッチンカー出
店もあります。
〇会　　場　花川砂防公園内
〇開催日時　バス運行日全日　9：30 ～ 15：00

【寒蘭展示会（西薩寒蘭同好会）】
〇会　　場　冠岳交流センター
〇開催日時　11 月 19 日（土）10：00 ～ 17：00
　　　　　　11 月 20 日（日）10：00 ～ 15：00
〇問 合 せ　寿峰苑　河野五男　☎ 32-2382

※なくなり次第終了、生福地区の出店は 11 月 20、23、27 日のみ。

◎薩摩藩英国留学生記念館
　割引優待券付
◎観光案内所オリジナル
　グッズのお土産付

　「１日乗車券」の提示で・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バスご利用の方全員に！

☆詳細は市ホームページを
　ご確認ください。

乗ってお得♪「くるくるＭ
も み じ

ＯＭＩＪＩバス」利用特典

くるくるＭ
も み じ

ＯＭＩＪＩバス限定！
「冠岳薬膳弁当」・「秋のクッキー詰合せ」を販売します

くるくるＭ
も み じ

ＯＭＩＪＩバスに乗って冠岳山麓を楽しもう♪
～関連イベントのご案内～

13



〇いきいき女性講座（講座の募集や制作予定の作品、活動の様子は右下からインスタグラムでご覧になれます）

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　11 月 12 日（土）～ 19 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）

ち り め ん で 作 る
ウサギ

12/6・13
毎週火曜日

10：00 ～ 12：00
２回 12 名

ちりめんで来年の干支（うさぎ）の置物を作り
ます。（縫い糸｛白か薄いピンク｝・ハサミ・ボ
ンド・チャコペンシル・筆記用具・材料費 300
円程度）

体幹コア
ウォーキング

12/13 ～ 2/28
10：30 ～ 12：00

６回 15 名
プロのバレエの先生が姿勢と歩き方を伝授し、
体幹を鍛え、美しい体に導きます。

しめ縄飾り
12/14（水）

10：00 ～ 12：00
１回 12 名

簡単で、華やかなドライフラワーのしめ縄で、
素敵な年末年始をすごしませんか。（材料費
1,500 円）

お正月の生け花
（家元池坊）

12/27（火）
13：00 ～ 14：00

１回 12 名
初心者の方大歓迎！ご自分の生けた花で新年を
迎えましょう。（材料費 3,000 円）

　貝の標本づくりを親子で楽しむ講座を開催します。
　また、植之原道義氏（元教育長）が約 60 年間に渡
り収集された、約２万点の貴重な貝コレクションに触
れながら講座を行います。
〇日 時　12 月 11 日（日）10：00 ～ 11：00
〇会 場　中央公民館　２階　会議室
　　　　　　　　　　　　３階　貝の展示コーナー
〇内 容　①貝の標本づくり
　　　　　　講師　井手上　司先生（旭小学校教頭先生）
　　　　　　②貝コレクションの説明
〇定 員　15 組（親子で１組の参加）
〇受 講 料　無料
〇申 込
　社会教育課へ電話または市ホームページから
　 貝の標本づくり で検索し、お申し込みください。
〇申込期限　11 月 28 日（月）
〇問 合 せ　社会教育課　☎ 21-5128　
※申込者が少ない場合は開講しないことがあります。
※定員を超えた場合は抽選をし、結果は各人にご連絡
　します。

〇日 時　11 月 27 日（日）　10：30 集合
〇場 所　いちきアクアホール　アリーナ
〇種 別　18 ｍインドアラウンド
　　　　　　午前・午後のダブルラウンド
〇参 加 料　大  人　　　　2,000 円
　　　　　　高校生　　　1,500 円
　　　　　　中学生以下　1,000 円
〇申込期限　11 月 18 日 ( 金 )
〇申込・問合せ　地域包括支援センター
　　　　　　　　中袴田　☎ 33-5644

働く女性の家いきいき女性講座

楽しんで！ゆかい（貝）、学んで！つうかい（貝）
初めての貝の標本づくり講座

第4回いちき串木野市アーチェリー大会
参加者募集

14 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
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