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Government Infomation

　平成 22 年度結核検診（レントゲン間接撮影）を次の日程で実施します。前回受診していない人は、
今回受診されますようお知らせします。受診料は無料で、受診票がない場合も受診できます。
　なお、受診票の日時に受診できない場合は、下表の日程の都合のよい日時に受診してください。

対 象 者　平成 23 年４月１日で 65 歳以上の人。
　　　　　ただし、平成 22 年４月以降に受診済みの人や病院などで
　　　　　受診予定の人、肺がん検診を受診した人は除きます。

問い合わせ先　市健康増進課健康推進係　　　　　　　　　　　　　　 　   ☎�１３１１○内　　１２１７

※レントゲン車による時間巡回ですので、時間厳守をお願いします。
※当日は、金具・ボタンのついていない衣類でお越しください。

実施日 場　　　所 時　　　間 場　　　所 時　　　間

１/   ６ 

（木）

 旧大口市中央公民館跡 10:00 ～ 10:10  尾之上公民館 11:35 ～ 11:45

 小木原中公民館 10:25 ～ 10:35  ドラッグストアモリ  大口店 13:00 ～ 13:10

 山野基幹集落センター 10:50 ～ 11:00  旧瀧井産婦人科駐車場 13:20 ～ 13:30

 石井公民館 11:15 ～ 11:25  大口元気こころ館駐車場
 （多目的ホール前） 13:45 ～ 14:00

 １/   ７
（金）

 下目丸公民館 10:00 ～ 10:10  永池営農研修センター 13:00 ～ 13:10

 北さつま農協東支所 10:20 ～ 10:30  岩坪営農研修センター 13:20 ～ 13:30

 上市山集会施設 10:50 ～ 11:00  本城地区集会施設 13:45 ～ 13:55

 田中上集会施設 11:20 ～ 11:30  青木元地区教育集会所 14:05 ～ 14:15

 荒田下バス停留所前 11:45 ～ 11:55

 １/ 11
（火）

 大田（グランドゴルフ場） 10:00 ～ 10:10  築地集会施設 13:00 ～ 13:10
 上林商店倉庫
 （旧農協郡山出張所） 10:25 ～ 10:35  旧 JA 伊佐川南出張所 13:20 ～ 13:30

 白ヶ谷（永野商店前） 10:50 ～ 11:00  湯之尾校区公民館 13:45 ～ 13:55

 木ノ氏公民館 11:15 ～ 11:25  猶原地区集会施設 14:05 ～ 14:15

 篠原公民館 11:40 ～ 11:50  花北営農研修センター 14:30 ～ 14:40

 １/ 12
（水）

 北さつま農協曽木支所 10:00 ～ 10:10  西太良田代公民館 11:35 ～ 11:45

 川西公民館 10:20 ～ 10:30  針持青少年センター 13:00 ～ 13:10

 宮人公民館 10:45 ～ 10:55  西太良地区コミュニティセンター 13:25 ～ 13:35

 羽月西青少年センター 11:10 ～ 11:20

 １/ 13
（木）

 大口元気こころ館駐車場
 （多目的ホール前） 10:00 ～ 10:15  鳥巣上公民館 11:30 ～ 11:40

 羽月地区公民館 10:35 ～ 10:55  平出水上公民館 13:00 ～ 13:10

 白木農村公園 11:05 ～ 11:15  旧伊佐農協平出水支所 13:25 ～ 13:35

 １/ 14
（金）

 金波田公民館 10:00 ～ 10:10  ひまわり館 13:00 ～ 13:10

 北さつま農協駅前支所 10:25 ～ 10:35  徳辺上集落センター 13:25 ～ 13:35

 下手下集会施設 10:50 ～ 11:00  前目公民館 13:45 ～ 13:55
 菱刈総合保健福祉センター
 （まごし館） 11:15 ～ 11:25  北さつま農協北部支所前 14:10 ～ 14:25

 前目麓公民館 11:40 ～ 11:50

◎ ９ 月 13 日 ～ 10 月 1 日
　に結核検診を受診した人
　の検診結果については、
　再検査の必要な人のみに
　送付いたしました。

結核検診を受診していない皆さまへ

結核検診日程表
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行政からのお知らせ

問い合わせ先　川内川河川事務所　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎０９９６・２２・３２７１
　　　　　　　市建設課川内川対策係　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎�１３１１○内　　２２３１

問い合わせ先
アイスカービング in 伊佐実行委員会事務局（市地域振興課内）　　　　        ☎�１３１１○内　　１２５３

　工事（掘削工事）に伴い、ダンプトラックによる土砂の搬出を行って
おります。市民・道路利用者の方々には大変ご迷惑をおかけしておりま
すが、洪水時の氾濫を防ぎ市民の安全確保を図るための工事です。しば
らくの間、ご理解・ご協力をお願いします。 　
　また、「激特事業」の情報や、大雨による災害等が心配される時は、下
記問い合わせ先をはじめ「川内川河川事務所」のホームページ（http://
www.qsr.mlit.go.jp/sendai/）でも情報を知ることができます。ぜひ、活
用ください。

　平成 18 年の県北部豪雨災害を受け、川内川水系の河川では堤防
や樋門を造る工事（激特事業）が行われていますが、伊佐管内で行
われている事業は本年度末での完了を予定しています。
　各地区で行われている事業の内容と進捗率をお知らせいたします。

事業者 河川名 地区名 事業内容 進捗状況 摘　　要

国土交通省

川内川

 曽木地区（曽木の滝分水路）  曽木の滝分水路（掘削）    　    70％  平成 23 年 3 月完了予定 ①
 曽木地区川西地先（左岸）  掘削       100％
 曽木地区下殿地先（右岸）  掘削     100％
 下殿地区（右岸）  築堤・樋門       100％
 菱刈地区荒田地先  掘削       100％

川間川  本城地区  築堤・樋門         60％  平成 23 年 3 月完了予定

羽月川

 堂崎地区羽月・下殿地先（右岸）  築堤・樋門・掘削       73％  平成 23 年 3 月完了予定 ②
 金波田地区（右岸）  築堤・樋門     100％
 下手地区（左岸）  樋門       100％
 原田地区（左岸）  農道嵩上・輪中堤         84％  平成 23 年 3 月完了予定
 大島地区（右岸）  築堤       100％

鹿児島県 白木川
 堂崎地区（右岸）  築堤・樋門      100％
 堂崎地区（左岸）追加採択分  築堤       15％  平成 23 年 3 月完了予定

【地区別進捗状況】

氷の彫刻制作団体（15団体予定）

○参 加 料　１団体：１万円
○彫刻制作時間　１月 22 日（土）18 時～
○氷柱（縦 50cm・横 100cm・高 25cm）は
　１団体 につき 10 本程度

開催日時　１月 22 日（土）18 時～ 23 日（日）11 時

開催場所　伊佐市文化会館前広場

※ただし、氷が溶けると危険なため、予定より早めに
　終了する場合があります。

（平成 22 年 10 月１日現在）

①、②捨土搬入先

①曽木の滝公園付近、湯之
　谷付近、平出水渕辺付近

②平出水渕辺付近、川間川
　付近、湯之谷付近

川内川河川激特事業進捗状況

第 16 回「氷の祭典」アイスカービング in 伊佐

参加者募集

よさこい、よさこいハンヤ出場団体

○１団体につき演技時間は 10 分程度
○演技開始　１月 22 日（土）19 時～
○演技のための音楽は各団体で準備




