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新年あけましておめでとうございます。

市民の皆様には、平成19年の新春を健やかにお迎えのこととお慶び申し上げます。

本市も誕生して１年が経過し、この間、市民の皆様には、市政に対し多大なご理解とご協力を賜り、

心よりお礼申し上げます。

さて、昨年を振り返りますと、トリノ五輪女子フ

ィギュアスケートでの荒川静香選手の金メダルをは

じめ、王ジャパンのＷＢＣ（ワールドベースボール

クラシック）での世界一や秋篠宮家に皇族男子とし

ては41年ぶりとなる悠仁親王殿下の誕生など明るい

話題があった一方で、本県北部を襲った集中豪雨に

よる大規模な災害や幼い命が親の手により奪われた

り、いじめ問題で自ら命を落としたりするといった

痛ましい事件、高校未履修問題など社会全体として

解決しなければならない様々な課題が浮き彫りにな

った年でもありました。

経済を取り巻く状況も全国的には、「いざなぎ景

気」を超えたといわれる景気拡大局面の中にあって

も、地域間、業種間でばらつきがあるなど、地方で

はなかなか実感できる状況にはありませんでした。

このような中、地方自治体を取り巻く環境は、急

激に進行する少子高齢化やグローバル化、情報化が

進む中、国の三位一体改革により地方自治体の財政

的な根幹をなす地方交付税、国庫補助金等が減少す

る一方で、増大する社会保障費をはじめ多様化する

行政サービス、公債費への対応等非常に厳しく、こ

れらを背景として行財政改革が強く求められており

ます。

本市においても、これらの行政課題により、財政

が極めて危機的な状況にあることから、いちき串木

野市行政改革大綱や集中改革プラン等の行政改革に

関する各計画を策定したところであり、危機意識と

改革意識をもって、これらの計画の着実な実行に努

めて参ります。

加えて、本市においては、今後のまちづくりの指

針となるいちき串木野市総合計画基本構想（Ｈ19～

28年度）及び前期基本計画（Ｈ19～23年度）を策

定し、先の12月議会において議会の承認をいただい

たところであります。

串木野浜競馬大会

七夕踊

行政改革推進委員会

新年のあいさつ
いちき串木野市長　田　畑　誠　一
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この総合計画では、基本理念を「ひとが輝く　地

域が輝く　～地域ブランドによる自立したすこやか

な都市の創造～」とし、10年後の目指すべき将来都

市像を「ひとが輝き　文化の薫る　世界に拓かれた

まち」といたしました。その初年度となる平成19年

は、本市の速やかな一体性の確保と行政課題への対

応を行いながら、この計画のもと都市基盤・生活環

境の整備、産業・経済の活性化、文化・教育の振興、

国際化等本市の均衡ある発展と市民福祉の向上を図

るなど、市民の皆様が安全安心に暮らせ、未来に夢

が描ける元気で活力のあるいちき串木野市を目指す大切な１年になると考えております。

また、長年、本市の念願として要望して参りました市の玄関・市の顔とも言える駅舎の改築が、おかげ

さまでＪＲ九州のご理解により実現する運びになりました。このことは、まちづくりを進めるうえでも大

きな弾みになるものと期待しております。

本年も「市民の皆様が主役、ともに築こう、力みなぎる、いちき串木野」をスローガンとして、第１次

総合計画に基づく次の４項目に掲げる施策を重点的・積極的に推進して参ります。

（なお、平成18年度に実施いたしました事業の成果につきましては、年度末の３月に報告することとしております。）

○住民と行政とのパートナーシップによる『共生・協働のまちづくり』

市民との対話機会の充実、男女共同参画社会の形成等

○健康で文化的な生活を営める『元気で安心できるまちづくり』

子育て支援体制の充実、高齢者等福祉対策事業の推進、教育関連施設の整備、交通安全施設の整備、

消防施設の整備等

○世界に羽ばたく力強い産業が展開する『活力ある産業のまちづくり』

地域ブランド化の推進、企業誘致の推進、ほ場整備等産業基盤の整備、農道・林道の整備、漁港の整備等

○利便性が高く美しいまちを創造する『快適な環境のまちづくり』

街路・道路の整備、市営住宅等の整備、区画整理事業による市街地の整備等

市民の皆様におかれましては、本年も市政に対しまして、より一層のご支援とご協力をお願いいたしま

すとともに、皆様お一人おひとりにとりまして幸多き１年になりますよう心から祈念申し上げ、新年のご

挨拶といたします。

改築後の串木野駅舎イメージ図

ごみ分別説明会（市来地域） 歴史民俗資料室開館記念式典（中央公民館内）

複式５校授業研究会 県石油コンビナート等防災訓練
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このリラックス教室は、生活に活かせる様々なリ
ラックス法を体験しながら、自分に合った方法を見
つけるための教室です。
自分のこころの健康について、見つめ直す良い機

会です。
ぜひ、ご参加ください。
●日　時 ２月１日（木） 13：30～15：30
●場　所 串木野健康増進センター

（いちき串木野市新生町183-3）
●内容・講師

●参加者数 先着30名
●申込み締切 １月22日（月）
●参 加 料 材料費300円（自己負担）

（簡単な香りのエッセンスを作ります。）
●申込み先 串木野健康増進センター

※電話でお申し込みください。
※当日は、軽く運動のできる服装でお越しください。
また、水分補給の準備もお願いします。

働く女性の家では、育児支援の一環として「すく
すく子育て」講座を開催します。
乳幼児を持つ、お母さん、お父さんご参加ください。
●日　時 ２月７日（水）、２月14日（水）、２月21日（水）

の全３回（10：00～11：30）
●場　所 働く女性の家
●内　容 １回目：絵本の読み聞かせ講座

２回目：好き嫌いにチャレンジ食育講座
３回目：お母さんのためのリラックス講座

●定　員 15名（※定員になり次第締め切ります。）
●受講料 無料（ただし、材料費実費負担）
●申込み １月23日（火）までに、来館又は電話で働

く女性の家へお申し込みください。
●託　児 受講時間内の託児をします。

（事前にお申し込みください。）

【ボランティア募集】
託児ボランティアを募集しています。
協力してくださる方の連絡をお待ちしています。

おしらせ版おしらせ版
「たばこをやめて健康的な生活をしたい」と思っ

ている方、「たばこをやめたいのになかなかやめられ
ない」、「これまでにやめようとしたがうまくいかなか
った」という方、串木野健康増進センターの保健師が、
あなたの日々の暮らしの中で実行できる禁煙方法を紹
介し、個別にあなたの禁煙のお手伝いをします。
あなたもこの機会に、ぜひ禁煙にチャレンジして

みませんか？
●日時及び内容（予定）
１回目：２月６日（火） 13：30～

串木野健康増進センター
２階機能訓練室
・スモーカライザーを使っての一酸化炭
素濃度チェック
・尿中ニコチン濃度の検査
・禁煙プログラムの作成

２回目以降：担当保健師による電話・面接での個
別支援（※およそ３カ月間支援して
いきます。）

●申込み 先着10名
・いちき串木野市内在住で、40歳～70歳までの方。
・１月26日（金）までに、串木野健康増進センター
へ電話でお申し込みください。

●対　象 市内に居住又は、勤務している女性を優
先し、男性の方も受講できます。
※男の厨房は、男性の方を対象とした講
座です。

●受講料 無料（ただし材料費実費負担）
●申込み １月23日（火）までに、来館又は電話で

働く女性の家へお申し込みください。
（※定員になり次第締め切ります。）

●託　児 受講時間内の託児をします。
（満２歳以上～未就学児）希望される方
は、事前にお申し込みください。

※申込みが著しく少ない講座は、開講しない場合が
あります。

【自主グループ生募集】
働く女性の家では、定期講座の他にたくさんの

自主グループが活動しています。
詳しくは、働く女性の家へお問い合わせください。

リラックス教室開催
～リラクゼーションについて学んでみませんか～

串木野健康増進センター（133－3450）

～たばこをやめたいと思っている方へ～
禁煙教室のご案内

串木野健康増進センター（133－3450）

働く女性の家
「すくすく子育て」講座生募集

働く女性の家（132－7130）

働く女性の家
「冬のいきいき女性」及び「男性料理」講座生募集

働く女性の家（132－7130）

時　間 内　　　容

・ヨガ体操
講師：健康体操指導士

後潟　佐恵子　先生
・アロママッサージ
講師：自然工房ぐらすはうす

平川　律子　先生

13：30～
14：30

14：30～
15：30

レクダンス

講 座 名 定員 内　　　容期 日・時 間

20人
２/６～２/27
(毎週火曜日)
13：30～15：00

フォークダンスのリ
ズムに合わせ楽しく
体を動かしましょう。

シルバーアク
セサリー作り

15人
２/３・２/24
(土　曜　日)
13：00～15：00

純銀の粘土を使って
オリジナルのペンダ
ントトップ作り。

男の厨房 15人
２/10・２/24
(土　曜　日)
９：30～12：00

料理の基本を学び、
地元の食材を使った
簡単な料理や鍋料理
を作ります。
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市民農園の利用を希望する方を募集します。
●募集対象者 市内在住の方（既に利用されている

方を除きます）
●募集区画数 ３区画（１区画約20g）
●農園の場所 酔之尾雇用促進住宅裏（北側）
●申込み方法 １月16日（火）までに農政課農林係

（串木野庁舎）へお申し込みください。
※申込み多数の場合は抽選とします。

●そ　の　他 利用料金は無料ですが、いくつかの
注意事項があります。

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、不要農薬の回収（串木野地域）を行
います。
農業者の方は、下記の注意事項をしっかり守り、

回収にご協力ください。
●回収日時 １月18日（木） 8：30～11：30
●回収場所 野元家畜市場跡地
●処理経費 処理単価　300円／o程度

全額自己負担で現金扱いとなります。
●持参するもの 印かん、現金
●注意事項 運搬の際に産業廃棄物運搬車両の表示

及び書面の携帯が必要になります。
●問 合 せ
・ＪＡさつま日置農協串木野支所経済課（132-3287)
・串木野庁舎 農政課 農林係

市民農園の利用者募集

農政課（133－5635）

鹿児島地方法務局川内支局では、登記・戸籍・国
籍・供託・人権等でお悩みの方を対象に「法務局サ
ンデー相談所」を開設します。なお、相談は無料で
秘密は厳守されます。
●日　　時 １月28日（日） 午前10時～午後４時
●場　　所 薩摩川内市　すこやかふれあいプラザ

（薩摩川内市西開聞町６番10号）
●相 談 員 鹿児島地方法務局川内支局職員
●問合せ先 鹿児島地方法務局川内支局（122-2300）

法務局サンデー相談所開設

市民課（133－5612）

不要農薬の回収について（串木野地域）

農政課（133－5635）

所得税確定申告、市県民税・国民健康保険税の申告受付
２月16日（金）～３月15日（木）

税務課（133－5616）

【年金受給者の確定申告書受付】
※公的年金等のみで確定申告が必要な方

【税務署所得税確定申告受付】

※当日は混雑が予想されますので、なるべく対象地区の日にご
来場ください。

※市来地域の出張申告受付の日程については、
申告書の配布時に日程表を同封します。

【串木野地域出張申告受付】

冠岳せんりょう（千両）
冠岳で栽培されている「せんりょう（千両）」です。
せんりょう（千両）は、せんりょう科の常緑小

低木で、日陰を好み、東南アジア、日本では関東
以西に分布しています。
花の色は淡黄緑色。果実は球形で、紅、黄色に

熟します。黄色のものは、キミノセンリョウと呼
ばれています。
実のついた枝は、生け花や正月の飾りに使われ

ます。

１月30日
（火）

日　　　　時 場　　所 対象地区

串木野庁舎
地下大会議室

冠岳、生福、
上名、大原

９：00～12：00
13：00～16：00

１月31日
（水）

串木野庁舎
地下大会議室

本浦、照島
９：00～12：00
13：00～16：00

２月１日
（木）

串木野庁舎
地下大会議室

中央、野平、旭、
荒川、羽島、土川

９：00～12：00
13：00～16：00

２月２日
（金）

市来庁舎
３階会議室

市来地域全域
９：00～12：00
13：00～16：00

２月６日
（火）

日　　　時 場　　　所

冠岳コミュニティセンター
生福コミュニティセンター

９：30
～16：00

２月７日
（水）

旭コミュニティセンター
荒川コミュニティセンター

９：30
～16：00

２月８日
（木）

羽島コミュニティセンター
９：30
～16：00

２月９日
（金）

羽島コミュニティセンター
９：30
～16：00

土川コミュニティセンター
13：30
～15：30

日　　　　時 場　　所

串木野庁舎
地下大会議室

９：00～12：00
13：00～16：00

２月20日（火）
～２月23日（金）
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行事予定■平成19年

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

成人式（３日）

消防出初式（７日）

第９回元気な街づくりウオーキング大会（21日）

食のシンポジウム（28日）

日置地区植樹祭（３日）

市・地区生涯学習大会（25日）

春季火災予防運動週間（１～７日）

第11回徐福ロマンロードウオーキング大会（４日）

桜サッカー大会（18日）

ガウンガウン祭（18日）

太郎太郎祭（25日）

鹿児島県議会議員選挙（８日）

さくら祭り（上旬）

徐福花冠祭（上旬）

串木野浜競馬大会（中旬）

黎明祭（中旬）

第17回さのさゲートボール大会（下旬）

荒川ほたるでナイト（中旬）

すこやかおせんしのグラウンドゴルフ大会（中旬）

第20回Ｂ＆Ｇ杯女性ミニバレーボール大会（下旬）

第19回いきいき健康体操のつどい（上旬）

第35回地区体育大会（上旬）

「海の日」マリンスポーツ大会（中旬）

串木野さのさ祭り（中旬）

長崎鼻海水プール開き（中旬）

サマーフェスタｉｎ市来（下旬）

祇園祭（下旬）

第２回市小学校水泳記録会（下旬）

参議院議員通常選挙

七夕踊（５日）

戦没者追悼式（15日）

川上踊（26日）

８月

９月

10月

11月

12月

サリナス市高校生受入助成事業（上旬）

羽島の太鼓踊（中旬～下旬）

市消防団規律訓練大会（下旬）

市畜産品評会（下旬）

虫追踊（23日）

敬老訪問（中旬）

すこやかおせんしのスポーツ大会（下旬）

集団災害事故救急訓練

県石油コンビナート等総合防災訓練（上旬）

第２回市民体育大会（上旬）

第３回市小学校陸上記録会（中旬）

第30回Ｂ＆Ｇ杯少年剣道錬成大会（下旬）

エコフェスタ いちき串木野づくし産業まつり～地かえて祭り～

秋季火災予防運動週間（９～15日）

かんむりだけ山市物産展（23日）

市文化祭（上旬）

市音楽発表会（中旬）

元気いきいきフェスタ2007（保健福祉大会）（中旬）

第12回Ｂ＆Ｇ杯少年柔道錬成大会（中旬）

第２回市地区対抗駅伝競走大会（下旬）

市消防団年末夜警（29～30日）

いちき串木野市ふれあいフェスタ（上旬）

第10回れいめいウオーク羽島・土川大会（上旬）

第20回Ｂ＆Ｇ杯公民館対抗ミニバレーボール大会（上旬）
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※日程等は、変更になる場合があります。
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る本紙は古紙配合率100％再生紙を使用しています 

ホームページ：http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/　 
携帯用：http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/i/ 
E-mai l：info@city.ichikikushikino.lg.jp
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