子育て世代包括支援センター

「あいびれっじ」通信 Vol.10

子育て世代包括支援センター（☎24-8311）

あいびれっじは、お子さんのすこやかな成長をサポートする応援団です。
いちき串木野市の母子保健事業の中の４つをご紹介します。

〇 あいびれっじ相談室

妊娠前から妊娠・出産・子育てに関する総合相談窓口です。
助産師・保健師・公認心理師（月曜のみ）が在籍しています。
お子さんが遊べるスペースやベビーベッド、お子さんの身長・体
重測定ができるスペースもあります。訪問に出ていることもあり
ますので、来所の際は事前にご連絡ください。
お電話での相談も随時受け付けております（＾＾）♪
【相談時間】平日8：30～17：00 【場所】串木野健康増進センター1 階

〇 母子健康相談

お子さんの身長・体重測定や母乳相談など子育てに関する様々な相談に保
健師・助産師が応じます。その際にお子さんの成長や発達、子育てで気にな
ることなどありましたら気軽にご相談ください。離乳食やお子さんのお口の
様子など管理栄養士、歯科衛生士に相談することもできますよ♬
お越しの際は、予約は不要です。
【日時】第２・４月曜日 9：00～12：00
【場所】串木野健康増進センター２階
【持ち物】母子健康手帳、おむつ、着替え、ミルク、タオルなど

〇 母子健康手帳交付

産婦人科から発行された妊娠届出書とマイナンバーカード（また
は個人番号通知カード）を持参し、次の日時で集団交付となります。
お仕事等で都合がつかない場合は、個別での交付となりますので、
あいびれっじへご連絡ください。
母子の健康を守るために、妊娠11 週までに交付を受けましょう。
【日時】第２・４月曜日 受付13：45～14：00
【所要時間】60～90分
【場所】串木野健康増進センター１階

〇 妊娠中期訪問

すべての妊婦さんを対象に体調の落ち着いた頃の妊娠中
期に訪問を行っています。
体調確認や妊娠中の気になること、産前産後のご家族等の
サポートについてなどお話を聞かせていただいています。
【持ち物】母子健康手帳、おむつ、着替え、ミルク、タオ
ルなど
4 月から、新しく「プレママさんのリラックスサロン」が始まります。
5 日発行のお知らせ版（奇数月のみ）で案内しますので、ぜひご参加ください
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えんたく日記

〜冠嶽芸術文化村から

冠嶽芸術文化村の実現に向けて、生福冠岳地区で活
動する“えんたく”が取り組む活動の様子や感じたこ
となどをお話ししていきます。

地域のやさしさも厳しさも一つの作品に込めて
～かんむりだけ 小さな学校～

えんたくの活動の一つに地域映画プロジェクト「かんぷくシネマ」がありま
す。冠嶽芸術文化村という文化芸術活動の一つとして、地域に眠る８ミリフィ
ルムを集めて映画を制作し、未来に地域の記録を残していこうというもので
す。
そのため、かんぷくシネマでは、３月14
日の冠岳小学校の閉校式・惜別の会にあわ
せて、冠岳小学校の子どもたちや、先生方、地域の方々の声が詰まった映画「かんむ
りだけ 小さな学校」を制作しました。上映会では、子どもたちの学校での様子、また、
昔の映像や写真などが、体育館の壁を使ったスクリーンに映し出されるたびに、会
場の皆さんは目頭を押さえたり、笑ったり、懐かしそうな表情を見せるなどされて
いた一方、地域の方へのインタビュー映像では地域から、人
や子どもたちが減っていく厳しい現状を話されるシーンもあ
り、複雑な表情を見せる方もいらっしゃいました。
※上映会まで待ちきれない！
大きな拍手をいただいた上映後、監督の三好大輔さんに
と い う 方 は ご 連 絡 く だ さ い。
は、感謝の声だけでなく、上映希望や DVD 化へのお声もい
お友達や地域の集まり等での
ただいたそうです。私たち「えんたく」も、もちろん、多く
上映も可能です。
の方に見ていただきたいと思っていますので、今後各地で
冠岳小学校の最後の児童となった子どもたちと映画監督の三好さん
上映会を開催予定です。地域のやさしさも厳しい現実もあ
（中央）。子ども達も映画作り頑張りました。毎月のように通って
わせて、見る皆様の心に届けばいいなと願っています。
いた三好さんも気持ちは保護者の気持ちになっていたそうです。

いちき串木野電力

●電話：33-6000●所在地：いちき串木野市昭和通111(串木野庁舎前)
●土曜日も営業（9:00～5:00）日曜・祝日(休み)

おトク

だけじゃない。
●公式サイト http://www.ik-epco.co.jp
●契約電力会社の検針票をお持ちいただければ試算いたします。一度お試しください。

皆さまの暮らしをもっともっと
安心・快適・身近 に !!

設立4年半を迎え 春のキャンペーン実施中！

おかげさまで、いちき串木野電力は設立4年半を迎えました。
春のキャンペーンに合わせいちき串木野電力をもっと知っていただくために、市役所串木野庁舎でPR活動
を実施しました。地域に愛される電力会社として、子育て支援のプランやご高齢の方に寄り添ったプラン
など取り揃えています。今後も、市民の皆様に喜ばれるプランを全力で作成していきますので、応援よろ
しくお願いいたします。

★キャンペーン内容

①新規契約の方：最大3,000円割引
②お友達紹介 ：最大3,000円割引（紹介者様）
※キャンペーン期間：6月30日（水）まで
※詳しくはお問い合わせください

『いきいき応援プラン 』随時受付中！

手続き
かんたん

・・・・

ピカリちゃん

●市内在住 ●ご契約者様が70歳以上
地域の高齢者の皆さまが元気に生活して頂くために、夏季の3ヶ月間（7月・8月・9月）の使用電力料金を
5％割引いたします。さらに、敬老の日（9月）にはお祝いとして500円割引いたします。夏の熱中症予防に
は、暑さを避ける事が重要です。そこでエアコンや扇風機を割引料金でお使いいただき、暑い夏を少しでも快適
に過ごしていただけるよう応援していきます！
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れいめいの風

薩摩スチューデントの「石彫レリーフ」
薩摩藩英国留学生記念館（☎35-1865）

薩摩スチューデントをモチーフにした「石彫レリーフ」が、当館横の防波堤面に2018年4月に設置されて
から３年が経ちました。これは、羽島出身で株式会社日能研九州・四国の代表取締役、西中浩二さんが還
暦を機に「郷里のために何かできないか」と市に相談し、明治維新150年にあわせて、国内外の産業や文化に
大きな足跡を残した薩摩スチューデント19名の偉業を称えるため、私費約2千万円を投じて制作・寄贈され
たものです。彼らが出発した磯から波音が聞こえる海沿いの壁面に、引率した新納久脩をはじめ、最年少
の長沢鼎まで一人ひとりの決意のこもった志士の顔がズラリと並んでいます。
レリーフに刻まれた留学生の表情には、命がけで密航に臨んだ彼らの決死の思
いが伝わってくるような趣きがあり、記念館を見つめるように並んでいます。ま
た留学生は出発に際し、和歌や漢詩の句を記しています。
「かかる世にかかる旅路の幾度か、あらんも国の為とこそ知れ」これは畠山義成の
詩で「こういった時代にこんな旅が何度もあるはずがない、それも国の為である」
といった決意の表れです。森有礼が残した
「宇宙周遊一笑中」
は、すなわち宇宙とは
世界の意味で、世界を一笑いのうちに周遊してこようと意気込みをみせています。
西中さんも「若者がこのレリーフを見て、何か感じて欲しい。将来世界に羽ば
たいていく道標になってほしい」と話しています。是非、このレリーフ越しに遠
く東シナ海を見渡してはいかかでしょうか。この地から旅立った留学生の大いな
る志を感じ、未来への心の糧を得ることでしょう。
記念館スタッフ 南川 浩幸

★★★ みんなでつくろう 安全安心の街 ★★★
令和３年 4月号

まちづくり防災課
（☎ 33-5631）

～毎月11日は
「地域安全推進の日」～
～「ながら見守り実施中」ステッカーを青パト隊へ！～
新年度が始まり、楽しそうに登下校する児童生徒のみなさんを「仕事
をしながら、買物や散歩しながら見守っています！！」という「ながら
見守り運動推進」ステッカーを市内青パト隊の全車両に配布し、協力
をお願いしました。
市民の皆さんも日頃から散歩しながら、また外で仕事をしながら、地
域で不審者からの子どもへの声かけ、高齢徘徊者の不自然な行動など
に目配り、気配りする見守り活動にご協力をお願いします。

～「いかのおすし」を子どもに教えて犯罪から守りましょう！！～
子どもたち自ら犯罪に巻き込まれないよう、新学年を機会に今一度、
「いかのおすし」について、家庭で確認し合いましょう。
市内には子どもたちが不審者に遭遇した時などに駆込むための「子ど
も110番の家」ののぼり旗があるお店などが約70か所あります。子ども
の通学路や近所のどこにあるか確認しておきましょう。
また、市内の事業所には、自主制作された子ども見守りののぼり旗を
掲げてご協力いただいているところもあります。
【問合せ】いちき串木野地区防犯協会（いちき串木野警察署内） ☎32-9710
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本 ひより

～みつけよう。私だけの一冊～
一般図書
【本館】

『商店街の
ジャンクション』

児童図書
【本館】

『うみがみえます』
みやもとただお /
著・文・イラスト

村木美涼 / 著
早川書房

人生に疲れた時、三人の男女
が出逢ったのは――
チョッキーという犬のかぶり
もの。かわるがわる中に入る
と、各々の悩みは……
ミステリ賞二賞を受賞した著
者が贈る、すべてを包み込む
着ぐるみ小説。

一般図書
【分館】

児童図書
【分館】

『キッチンからはじめ
『ネムノキをきらないで』
る再生栽培』
岩瀬成子 / 著・文
植田真 / イラスト

原由紀子 / 監修

文研出版

ブティック社

ぼくの町には海がある。父さ
んに、魚をいっぱいとって「か
えってこーい！」と叫んだら、
町の様子が変わった。
ぼくはあの日海に連れ去られ
た人たちに出会う。
東日本大震災がテーマ。

一度食べ終わったあと、捨てる部
分を水につけて発根させ、再び再
収穫させる「リポベジ」野菜の育
て方を紹介する一冊。お金もあま
りかからず気軽にはじめられる
ので節約にもなり、家庭菜園でお
うち時間を充実させることがで
きる、今注目の栽培です！

◆5月のおはなし会
本館

２日（日）11：00～（20～30分程）
ひよこ絵本 乳幼児向けおはなし会
８日（土）15：00～（30分程）
市来分館
１日（土）、15日（土）11：00～（30分程）

◆春のスペシャルおはなし会

 春のスペシャルおはなし会を行います。毎月23
日は子どもといっしょに読書の日です。親子で参
加歓迎です。
・日時 5月22日（土）15：00～
（1時間程度）
・場所 いちき串木野市立図書館 本館
・内容 図 書館スタッフによる春らしい絵本など
の読み聞かせ

いちき串木野市立図書館

【開館時間】
火曜日～金曜日
9：00～19：00
土・日・第三日曜日の翌月曜日 9：00～17：00
串木野本館 ☎33-3755／市来分館 ☎24-8112

文研出版

おじいちゃんの家の庭にあるネ
ムノキを、大人たちはきり倒すと
いいだした。ぼくは反対したけれ
ど、大きくなりすぎたからといっ
て、枝はきり落とされた。ぼくは、
大人たちにいいたいことをうまく
ことばにできない……。

◆5月の移動図書館車巡回日程
巡回日

４日 （火）

ステーション

到着時間

旧平江公民館東

13：50

浜町市場通り無料駐車場

14：20

浜ケ城（旧南商店隣）

14：50

塩田団地

15：30

ウッドタウン

13：35

６日 （木） 八久保公園（麓）
酔之尾東団地
７日 （金） ひばりが丘団地
中組集落センター
12日 （水） 迫公民館

14：10
14：40
14：10
13：50
14：20

川南交流センター

14：50

県営橋ノ口住宅

13：30

27日 （木） 県営市来住宅
市来駅前

14：00
14：30

※麓公民館から八久保公園へ変更になりました。
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お知らせ版
ジェネリック医薬品（後発医薬品）を
利用しましょう！～薬代が安くなります～
ジェネリック医薬品は、新薬と同様の効能・効果
がある、厚生労働省が認可し、製造・販売された新
薬より安価な医薬品です。
ジェネリック医薬品を使えば、自己負担が安くな
り、保険財政の健全化も図れます。
ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師や薬
局の薬剤師に、
「ジェネリックでお願いします」と申
し出てください。
※処方箋の「変更不可」の欄に、医師の署名がなけれ
ば変更できます。
※市では「ジェネリック医薬品でお願いします」と印
字された、保険証入れケースを無料で配布してい
ます。
●問 合 せ 健康増進課 ☎33-5613

慰霊巡拝参加者希望遺族の募集
政府主催慰霊巡拝に参加希望の遺族を募集しま
す。
実施地域名
カザフスタン共和国
東部ニューギニア
北ボルネオ
中国東北地方

実施予定時期
8/24 ～ 9/4
9/11 ～ 9/18
9/22 ～ 9/29
9/ 1 ～ 9/10

申込日
4/30
4/30
4/30
5/7

イルクーツク州・ブリヤー
ト共和国

9/13 ～ 9/24

5/21

ハバロフスク地方・ユダヤ
自治州

9/13 ～ 9/24

5/21

10/ 9 ～ 10/16
10/22 ～10/27
11/11 ～11/19
2/17 ～ 2/24
2/17 ～ 2/24
2/17 ～ 2/24
11月下旬
3月中旬

5/28
6/8
6/8
8/31
8/31
8/31
未定
未定

ビスマーク諸島
トラック諸島
ミャンマー
フィリピン（１班）
フィリピン（２班）
フィリピン（３班）
硫黄島（１次）
硫黄島（２次）

※実施時期等は相手国の都合で変更することがあり
ます。また、今後の新型コロナウイルスの感染状
況を踏まえ、実施地域によっては慰霊巡拝を中止
する可能性があります。
※参加費用（実費）の目安は
海外地域の場合 おおよそ200,000円～350,000円
硫黄島の場合
おおよそ20,000円～30,000円
●申込・問合せ 福祉課 ☎33-5618
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年金相談所を開設
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。
●日
時 5月20日（木） 9：30～15：30
●場
所 串木野庁舎 地下大会議室
●相 談 員 川内年金事務所職員
●申込期限 5月13日（木）
●当日持参する物
・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
●申込・問合せ 市民生活課
☎33-5612
市来庁舎市民課 ☎21-5111

ベビーマッサージ＆
産後シェイプアップ体操教室開催
歌って見つめて語りかける「わらべうたベビー
マッサージ」で親子のスキンシップをとり、赤ちゃ
んの免疫力をアップ。ママは体を動かして産後のエ
クササイズでリフレッシュ。親子の絆を深め、心身
の発達を促し、楽しい子育てを応援します。
●日
時 ５月19日（水） 9：45～12：00
●場
所 串木野健康増進センター ２階和室
●対 象 者 生後2か月～10か月児とその母親
●講
師 わらべうたベビーマッサージ認定講師
小島 美幸 氏
●参 加 料 無料
●持ってくるもの バスタオル・飲み物
●託
児 あり（要予約・飲み物持参）
●申込期限 ５月17日（月）
●申込・問合せ さわやか子育て支援センター ☎33-0192
（太陽福祉会 太陽保育園内）

急速充電設備に関する火災予防条例の改正
電気自動車等に充電するための設備（急速充電設
備）が、近年の電気自動車等の普及や車載電池の大
容量化に伴い、より短時間で充電するための高出力
化が進んでいます。この設備の設置に係る基準等が
全国統一的な基準として改正されたことにより、本
市火災予防条例の改正を行いました。
●主な改正内容
・全出力の上限を50キロワットから200キロワッ
トまで拡大
・出力の上限を拡大したことに伴う火災予防上必
要な措置の追加
・50キロワットを超え200キロワット以下の急速
充電設備は、消防署への届出が必要
●施 行 日 令和３年４月１日
●問 合 せ 消防本部 ☎32-0119

ゼロ

☆むし歯０おめでとう☆
（５歳児歯科検診結果）
３月４日の５歳児歯科検診において、むし
歯がなかったお子さんをご紹介します。
あき ば

さ き

いま だ

かな む

お の

みず き

秋葉 咲希ちゃん

さかぐち

はる と

しらいし

は な

・ 坂口 晴都くん

今田 奏夢くん

・ 白石 羽那ちゃん

小野 水輝くん

・ 東

上堂園 隼くん

・ 福﨑 芽依ちゃん

川畑 賢伸くん

・ 宝来 杏慈ちゃん

かみどうぞの

しゅん

かわばた

けんしん

かわばた

ふう か

ひがし

ふくざき

まれ な

希奈ちゃん
め い

ほうらい

あん じ

ますみつ

り な

・ 益満 莉奈ちゃん
川畑 楓花ちゃん
市では、乳幼児のむし歯予防に地域全体で取
り組んでいます。皆さんも、５歳児歯科検診で
むし歯０を目指しましょう！
☆かかりつけの歯科医院をつくって、家族み
んなで歯の健康づくりに取り組みましょう。
●問 合 せ 健康増進センター ☎33-3450
ゼロ

生福保育所の移管先法人募集
市では、行政の効率的運営及び官民の適切な役割
分担を図る目的で生福保育所の民間移管を令和４年
４月に実施するため、保育所を運営する事業者を募
集します。
募集要項は、子どもみらい課（串木野庁舎）で配付
するほか、市ホームページでご覧になれます。
●問 合 せ 子どもみらい課 ☎33-5618

空き地の管理
空き地の雑草は、定期的に刈り取りましょう。雑
草類が繁茂すると、次のような生活環境の悪化をも
たらします。
①交差点など角地に繁茂すると、見通しが悪くなり
交通事故につながる。
②ごみなどが不法に投棄される。
③害虫の発生場所になる。
④立ち枯れて、枯れ草が火災の原因になる。
『いちき串木野市市民の手による美しいまちづく
り推進条例』が平成19年７月から施行されています。
周辺住民の迷惑とならないよう、空き地の所有者や
管理者は早めの対応で、適正な管理をお願いします。
●問 合 せ 市民生活課 ☎33-5614

オオキンケイギクは「特定外来生物」です
５月から７月頃にかけて、鮮やかな黄色の花をつ
けるオオキンケイギク。道端や河原などで見かけま
すが、自宅の庭や花壇に植えてはいけません。
オオキンケイギクは、あまりの強靭さのために在
来の野草を駆逐し、日本の生態系に重大な影響を及
ぼす恐れがある植物として、外来生物法による「特
定外来生物」に指定され、栽培、運搬、販売、野外
に放つことなどが禁止されています。
●オオキンケイギクを処理するときの注意
オオキンケイギクが庭などに生えているのを見か
けたら駆除しましょう。しかし、生きたまま移動さ
せる、保管するなどの行為が禁止されています。
処理する際には、根から引き抜いたものを２～３
日天日にさらして枯死させる等した後で、燃えるご
み袋に入れて処分してください。場所によっては除
草剤による駆除も効果的です。
拡げないようにするためには、種子をつける前に
駆除することが望まれます。
●問 合 せ 市民生活課 ☎33-5614

いちき串木野市生涯現役促進協議会
いちき串木野市生涯現役促進協議会では、
55歳以
上の方を対象とした就業等の個別相談、情報提供を
行っています。
また、協議会は「いちき串木野市立ハローワーク」
と併設しているため、連携して身近できめ細やかな
雇用相談、求人情報を提供しています。
●場
所 ＫＡＣ C ＨＥＬ（カッチェル１階）
いちき串木野市元町224番地
●時
間 8：30～17：15
月～金曜日（祝祭日を除く）
●主な業務内容
・生涯現役相談窓口の開設…高年齢者の求職活動・
就業等の個別相談、求人等の情報を提供
・い きいき人材の森バンク…有資格者を登録し、
その能力等の活用を希望する事業者とのマッチ
ング
・生涯現役促進協議会 PR 事業…協議会の取組状況
等をパンフレット、ホームページ等でお知らせ
●問 合 せ
いちき串木野市生涯現役促進協議会 ☎26-1197
水産商工課 ☎33-5638
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令和３年度の特定健診・長寿健診が始まります
●特定健診とは
私たちの健康をおびやかす心臓病・脳卒中・糖尿病などの生活習慣病は、自覚症状がないまま進行するこ
とが多く、異常に気付くためには毎年の健康診査が欠かせません。また、毎年の検査結果の変化を見ることで、
異常が出る前の段階で予防に取り組むことができます。
健康づくりのスタートに健康診査を受診し、生活習慣の見直しに役立てましょう。
●対 象 者 ・40～74歳の市国民健康保険加入者
・後期高齢者医療制度加入者（75歳以上）
●期
間 ５月〜10月（費用は無料です）
●健診の流れ
①対象者に市役所から受診券が届きます。
（長寿健診の受診券は、前年度受診者のみ送付されます）
②健診を医療機関に申し込み、受診します。
・健診を受けられるのは市と契約している市内の医療機関です。
・身体計測や血液検査など、メタボリックシンドロームに関わりの深い項目を中心に検査を受けます。
③検査結果及び保健指導
・受診後１～２か月後に結果通知を送付します。結果によっては、訪問等させて頂くことがあります。
・メタボリックシンドロームのリスクがある方は保健指導を受ける必要があります。
※後期高齢者医療制度加入者で初めて長寿健診を受診希望の方は、健康増進課にご連絡ください。
※健診について詳しくは、受診券と一緒に送られてくる書類でご確認ください。
※人間ドックを受診する方、情報提供票を提出する方（75歳未満）は、受診の必要はありません。
●問 合 せ 健康増進課 ☎33-5613

第45回市内ソフトテニス大会

令和３年度介護施設等外国人留学生支援事業
介護施設・外国人留学生の募集

●日
時 ５月９日（日） ９：00開会
●場
所 いちき串木野市庭球場
●競技方法 団体戦、個人戦
（一般の部・女子の部）
●参加資格 市内に居住または出身、勤務、在学、
所属する中学生以上の方
●参 加 料 団体戦１チーム2,000円
（ただし、中高校生は1,200円）
個人戦１ペア1,200円
（ただし、中高校生600円）
●申込締切 ４月27日（火）
●申込・問合せ 議会事務局 石元 ☎33-5648
（ソフトテニス連盟事務局）

県では、介護福祉士の確保を図るため、県内介護
施設での就労を希望する外国人を支援する県内介護
施設等に対して、学費等の一部を助成する「介護施
設等外国人留学生支援事業」を実施しています。
令和３年度の事業実施については次の通り募集し
ます。詳しくは、県ホームページを御覧いただくか、
お問い合わせください。
●募集期間 ４月21日（水）～５月27日
（木）
●募 集 数 介護施設等 15施設程度
●募集人数 県内在住外国人10名程度
※ベトナム国内で20名程度
●応 募 ・ 問 合 せ
鹿児島県くらし保健福祉部社会福祉課 ☎099-286-2841

土曜日の午前中、小学生を対象としたソフトテ
ニスジュニアクラブも活動中です。興味のある
方は事務局へお問い合わせください。
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職業訓練指導員（48時間）講習実施のご案内
職業訓練指導員として必要な能力の習得を目的に、厚生労働大臣の指定する講習実施要領により実施する
ものです。
なお、講習修了後に鹿児島県知事に申請することで職業訓練指導員免許を受けることができます。
●日
時 ８月10日（火）～12日
（木）、17日（火）～19日（木） 全日程9：00～17：00 計６日間
●場
所 ポリテクセンター鹿児島（鹿児島市東郡元14-3）
●受付期間 ５月17日（月）～28日
（金）必着（土・日曜日は除く）
●定
員 30名（定員になり次第締め切り）
●受 講 料 15,600円
（テキスト代込み）
※詳しくは、鹿児島県職業能力開発協会のホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
●申込・問合せ 鹿児島県職業能力開発協会 ☎099-226-3240 鹿児島市錦江町9-14

生涯学習講座 （短期講座）受講生募集
講座名

募集対象

実施日・時間

人数

会場

日常生活に役立つアロマの使い方やストレ 5/21 · 6/18 · 7/16
スを軽減する体操・マッサージについて学ぶ。
（全３回）
10名
（材料費500円～1,000円）
13：30～15：00

安心かんたん
アロマ & ストレス
セルフケア講座
シニアのための
スマートフォン
講座

講座内容・費用など

一般成人

中央
スマートフォンの基本操作や生活に役立つアプ
5/25 · 6/1· 6/8
公民館
リのダウンロード・利用の仕方について学ぶ。
6/15 · 6/22 · 6/29
（ｉｏｓ・Ａｎｄｒｏｉｄのスマホまたはタブ
10名
（全６回）
レットを各自持参。LINE が使用可能でアプリ
14：00～16：00
を追加して使えるスマホをお持ちの方限定）

●受 講 料 無料（材料費等は実費負担）
●申 込 み ５月７日（金）までに、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 での申込みも可。氏名・住所・加入公民館名・電話番号・年齢・
申込講座名を記入）
※定員を超えた場合は、抽選。申込結果は各人に通知します。
（申込者が少ない場合は開講しないことがあります）
●問 合 せ 社会教育課 ☎21-5128
〔広告〕
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令和３年度

生涯学習講座（自主講座）のご案内

市内には、公民館講座から自立した、たくさんのグループが自主講座として活動しています。
生活の充実や健康増進に、皆さんの参加をお待ちしています！
●自主講座
講座名（講座生の方から）

開講場所

今日から楽しくケンハモ教室（呼吸法を兼ねて鍵盤ハーモニカを楽しみませんか）

市来地域公民館

毎月１回（第３日曜日基本） 10：00～11：30

市来コーラス（女声コーラスグループです。一緒に歌いましょう） 市来地域公民館

毎月４回（毎週水曜日） 10：00～12：00

絵画教室（油絵描画を楽しんでいます。仲間づくりも）

市来地域公民館

毎月1回（第３土曜日） 13：30～15：30

鹿児島弁学習研究会（かごしま弁について学び生活に生かします）

中央公民館

毎月１回（第２土曜日） 14：00～16：00

串木野古文書会（明治の不思議がいっぱいの日記。楽しい）

中央公民館

毎月１回（第２土曜日） 10：00～12：00

コーラスはまゆう（女性・男性問わず楽しく歌いましょう）

市来地域公民館

毎月２回（第２･ ４水曜日） 13：30～15：30

古文書に親しもう（古文書解読から史跡見学まで学びます）

市来地域公民館

毎月１回（第３土曜日） 10：00～12：00

茶道講座（日本の伝統文化を気軽に一緒に楽しみませんか）

市来地域公民館

毎月２回（第１･ ３火曜日） 13：30～16：30

女声合唱団コールあじさい（楽しく合唱の練習をしています）

市来地域公民館

毎月３回（第１･ ２･ ３火曜日）

水墨画「翔龍会」
（四季の風景を先生の話を聞きながら描きます）

市来地域公民館

毎月２回（第２･ ４金曜日） 13：30～15：30

ZUMBA サークル BAILA（ラテン音楽に合わせて楽しく踊ってストレス解消） 上名交流センター

開講予定日

時

間

9：30～11：30

毎月４回（毎週火曜日） 19：30～20：30

大正琴「琴城流」琴玉会（興味のある方、一緒に楽しみましょう） 中央・市来地域公民館 毎月４回（第１･ ３月・火曜日） 13：30～15：30
渚ハーモニカクラブ（ハーモニカを一緒に楽しみましょう）

市来地域公民館

毎月２回（第２・４土曜日）

パッチワーク「織布」
（パッチワークでバッグ、小物づくりを楽しみます）

市来地域公民館

毎月１回（第４水曜日） 13：00～16：00

盆栽同好会（鉢物を中心に手入れを楽しみます）

薩摩金山蔵

フラメンコ（フラメンコで心も体もリフレッシュ！）

毎月２回（第２･ ４土曜日）

9：30～12：00
9：30～12：00

上名交流センター 毎月２回（第１・３土曜日） 13：30～15：30

心をうたおういちき串木野短歌会（一緒に楽しみましょう） 中央公民館・照島交流センター 毎月１回（第４土曜日） 9：30～11：30
エンジョイ フィットネス「ズンバ」
（楽しい音楽で体を動かし身も心もすっきり！）

市来地域公民館

毎月８回（毎週月・金曜日）

（月）10：30～11：30
（金）20：00～21：00

レクリエーションダンス（音楽に合わせて体を動かしましょう） いちきアクアホール 毎月４回（毎週火曜日） 20：00～22：00
ベネチアンガラス（楽しみながら作品づくりをしましょう）

中央公民館

毎月１回（第１月曜日） 10：30～12：00

※受講料等は、各講座で異なります。また、会場・予定日等は変更になることがあります。
●申込方法

●問 合 せ

①このページの受講希望申込書を切り取り、社会教育課、中央公民館、いちきアクアホール
へ５月10日（月）までに提出してください。ＦＡＸ（社会教育課）でも申込みできます。
②受講希望申込書を社会教育課で取りまとめ、各講座の責任者にお渡しします。その後の加
入手続等は、各講座から連絡があります。
社会教育課 ☎21-5128 FAX 36-5044
〒899-2192 湊町1丁目1番地
（切り取り線）

「 FAX 番号 36-5044」

受講希望申込書
フリ

氏

ガナ

名

住

所 （〒

）

いちき串木野市

受講希望講座
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加入公民館

年

齢

電話番号

第43回いちき串木野市春季親善
グラウンド・ゴルフ大会参加チーム募集
●日

時

５月22日（土）
8：00受付開始 9：00開会式
※雨天の場合は５月29日（土）
多目的グラウンド
本市在住の中学生以上の方
１チーム５人編成
１人500円（当日徴収）

●場
所
●参加資格
●チーム編成
●参 加 料
●申込方法
５ 月16日（日）までにチーム名・代表者の住所・
電 話 番 号・ 選 手 名 を 明 記 し、FAX 等 で 申 し 込
んでください。
（ 様式自由）
●申込・問合せ 市グラウンド・ゴルフ協会
上迫田 ☎ ·FAX 32-3789 笠原 ☎ ·FAX 33-2885
橋口 ☎ ·FAX 36-3920 萩原 ☎ ·FAX 36-3217

４月の市税納期
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料

相談場所
及 び
相談時間

相
相談種別

お

☎32-3183

9:00 〜 12:00

日

○

○

○

相談員

○

心配ごと
相 談 員

年 金・ 保 険
交通事故相談

○

−

○

○

社会保険
労 務 士

財産・登記相談

○

−

○

○

司法書士
行政書士

税金・経営相談

−

○

−

−

税 理 士

※法律相談

−

○

−

−

弁 護 士

11日

18日

25日

−

市来高齢者
福祉センター

火曜日

生活・福祉相談
☎36-4558

10:00 〜 12:00

○

○

−

○

故

心配ごと
相 談 員

−

※
『法律相談』を希望する方は社会福祉協議会に予
約してください。
（定員６名）
その他の相談は、当日会場で受け付けます。
●問 合 せ 社会福祉協議会 ☎32-3183

人口の動き
令和３年３月末

前月比

総人口

26,982人

−228人

男

12,645人

−134人

女

14,337人

−94人

世帯数

13,139世帯

−59世帯

く
人

や

み （３月届出分）

年齢

住所または
公 民 館

喪主または届出人

三園

忠德

85

木場迫

三園

政子

蓑手

登代

95

緑町

蓑手

恒憲

アキヱ

91

下手中

田重田

惠美子

93

酔之尾

坂元

崇浩

妙子

90

大原南

蓑手

一恵

佐藤

キヨ子

77

新潟

松末

八重子

87

石川山

松末

鶴義

萩元

フミ子

93

平山

萩元

克紀

明美

63

旭町

トシ子

88

戸崎

濵田

道広

勇

88

野元

濵田

冨子

中島

時治

87

久福

福留

ミヤ

98

御倉町

福留

順二

安田

昌子

90

岳釜

田島

和代

美代子

67

西浜町

安藤

義人

前夷

弘子

79

平江

前夷

一也

所﨑

藤吉

99

八房

德利

義孝

サヱ子

77

大六野

東

田重田

14日 21日 28日
金曜日

生 活・ 福 祉
児 童 相 談

串木野高齢者
福祉センター

7日

談

4月30日

納期限内の納付にご協力ください。
今月の口座振替日は、４月26日です。口座振替
の方は、預金残高の確認をお願いします。
なお、口座振替の手続きは、お近くの金融機関
に納付書・通帳・届出印を持参のうえ、お手続き
ください。
税金で コロナにまけない 国づくり
（令和２年度「税に関する標語入賞作品」より）
●問 合 せ 税務課 ☎33-5615

５月の心配ごと相談
相談はいっさい無料です。お気軽にご相談くだ
さい。秘密は厳守されます。相談する方はマスク
着用をお願いいたします。

第１期
第１期
第１期

坂元
蓑茂

小園
濵田
濵田

安藤

東

里谷

勝夫

小園

アツ子

中島

タミ子

イツ子

田中

純一

田中

光則

87

野元

吉永

照義

84

桜町

吉永

二四子

福田

純孝

83

宇都

福田

ヒサ子

加藤

龍雄

82

酔之尾

加藤

実

重代

（届出人が同意された方を掲載してあります）
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届出人が同意した方を
掲載してあります。
また住所欄は公民館、
または住所で掲載しています。

３月届出分

ゆ

もも か

ら

勘場 優良ちゃん（土橋）

田重田 百花ちゃん（天神）

元気に大きく育ってね
父：大輝さん・母：美穂さん

産まれてきてくれてありがとう！新
兄ちゃんと仲良くね♡
父：頌士さん・母：彩花さん

あさ ひ

山之口 諒柊ちゃん（曙町）

生まれてきてくれてありがとう。元
気に大きくなってね。
父：貴裕さん・母：由絵さん

そら

出口 空ちゃん（平向）

わんぱくでもいい！たくましく育って
ほしい！
父：洋一郎さん・母：晴留美さん

兄弟仲良くね。
父：秀樹さん・母：千穂さん

今月のカバー

春風に舞う 桜の花びらとともに
今年も観音ヶ池は、満開の桜で埋めつくされました。今年は新型コロナウイルス
感染症対策のため、周辺での飲食はご遠慮いただくようお願いしていました。来場
された方々は散策や自動車内から桜を観賞していました。
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「広報いちき串木野」作成につき写真のご提供、取材等にご協力してくださったみなさん、本当にありがとうございました。
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な ゆ た

渕脇 菜柚珠ちゃん（戸崎）

