
１

広
報

�������������	
　����
������　�������	
��

K A G O S H I M A - I C H I K I K U S H I K I N O - C I T Y

今月号の主な内容
■データで見る「いちき串木野市の男女共同参画」
■教育委員会だより
■まちの話題
■おしらせ版
■図書館だより
■市民カレンダー

2007．8　ｖｏｌｖｏｌ．２２２２【８月２０日発行】

（７月３０日　神村学園野球部壮行会の様子）
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　７月19日�から26日�にかけて、本市の姉妹都市で

あるアメリカ合衆国カリフォルニア州サリナス市か

ら、高校生７名（男２名・女５名）と引率２名および

サリナス市副支配人夫妻・サリナス市姉妹都市協会理

事夫妻の計13名が本市を訪れました。

　高校生らは、市内の家庭にホームステイしながら、

市長表敬や北米移民記念碑・ちかび展示館等を見学し

たほか、長崎鼻プール開きでの魚つかみ取りへも参加

しました。

　串木野高校・市来農芸高校との交流では折り紙や三

味線・バスケットボール・農場視察の他、サリナスで

剣道を習っているアレックス君が剣道部との練習試合

を行いました。

　荒川小学校での荒川自然体験ふれあいキャンプで

は、川遊びやカレー作り・お化け屋敷体験など言葉が

通じないなかで子供達と精一杯交流を深めました。ま

た、荒川小学校には低学年から英語に身近に触れ合う

機会として役立てて欲しいとして、訪問団から英語の

絵本・テキスト等がプレゼントされました。

　本市滞在中は、言葉や習慣の壁を乗り越え、子供たちやホストファ
ミリーと触れ合いながら、日本の教育・生活・文化等を幅広く体験し
ていました。
　高校生らは、「忘れることができない思い出がいっぱいできました。
日本の文化・生活を学ぶ、貴重な経験となった。まだアメリカに帰り
たくない。」と名残惜しみながら、本市を後にしました。
　サリナス市からの高校生派遣は、今回で９回目を迎え、これまで約
70名の派遣高校生が本市を訪問していますが、来年（2008年）は、本
市からサリナス市に中高校生を派遣する予定です。
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　７月28日から29日にかけて、「第37回串木野さのさ祭り」が
開催されました。昨年は県北部豪雨災害で開催を自粛したた
め、今年はいちき串木野市が誕生して初のさのさ祭りとなり
ました。
　28日のJC旗争奪市民ゲートボール大会に始まり、その夜の
前夜祭ではいちき串木野PRレディーの交代式や真夏のダン
ス王決定戦などが催され、市内外から大勢の人出で賑わいま
した。
　29日の本祭では、園児のマーチングや児童による一輪車の
演技、太鼓の演奏など、様々なアトラクションで盛り上がっ
た後、祭りの締めくくりに51団体、約2,600人が参加した踊り
連が市中を練り歩きました。

市中流し

前夜祭

アトラクション

新PRレディー

　2007年「いちき串木野PRレディー」が
さのさ祭り前夜祭で発表されました。右
から久士目伊織さん、�田真里絵さん、
南新春菜さんです。
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　「男女共同参画社会の実現」は21世紀のわが国社会を決定する最重要課題と位置づけられていますが、本市の
「男女共同参画」の現状をシリーズで紹介しています。
　ご紹介する内容は、男女共同参画に対する住民の意識や関心、家庭や職場などでの男女共同参画の状況などを
把握するために、「男女共同参画に関する住民意識調査」を実施し、その結果を今年３月にまとめたものです。ま
た、今年度は、この住民意識調査等の結果を基礎資料として「いちき串木野市男女共同参画プラン（仮称）」を
策定いたします。
（本調査は、20歳以上のいちき串木野市民2,000人を対象に平成18年９月に行いました。対象については、住民基
本台帳から無作為に抽出しました。）

２　家庭生活について
　�　結婚、家庭、離婚に対する考え方（N＝1,062）（問４）
　図：２－�

＜A　結婚は個人の自由であるから、結婚する、しないは個人の意思に任せればよい＞
　全体でみると、「結婚は個人の自由であるから、結婚する、しないは個人の意志に任せればよい」では、「賛成」
（49.1％）・「どちらかと言えば賛成」（30.3％）を合わせた賛成意見が多く、79.4％となっている。

＜B　女性は結婚したら自分自身のことより、家庭を中心に考えるべきである＞
　全体でみると、「女性は結婚したら自分自身のことより、家族のことを中心に考える」では、「賛成」（21.4％）・
「どちらかと言えば賛成」（39.5％）を合わせた賛成意見が60.9％に対し、「反対」（6.8％）・「どちらかと言えば反
対」（13.9％）を合わせた反対意見が20.7％となっている。

＜C　結婚しても、必ずしも子どもを持つ必要はない＞
　全体でみると、「結婚しても、必ずしも子どもを持つ必要はない」では、「賛成」（12.0％）・「どちらかと言えば
賛成」（13.5％）を合わせた賛成意見が25.5％に対し、「反対」（26.4％）・「どちらかと言えば反対」（21.1％）を合
わせた反対意見が47.5％となっている。

賛成 どちらかと言えば賛成 どちらかと言えば反対 反対 わからない 無回答 

結婚は個人の自由であるから、結婚する、 
しないは個人の意思に任せればよい 

女性は結婚したら自分自身のことより、 
家族を中心に考えるべきである 

結婚しても、必ずしも子どもを持つ必要 
はない 

女性は仕事をもつのはよいが、家事、 
育児もきちんとすべきである 

結婚しても相手に満足できないときは 
離婚すればよい 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％ 

49.1 30.3 5.6

1.3

4.8 8.9

21.4 39.5 13.9 9.26.8 9.1

12.0 13.5 26.4 17.121.1 10.0

33.8 36.7 11.4 5.3

3.7

9.1

11.2 17.9 24.8 19.416.3 10.5
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＜D　女性は仕事をもつのはよいが、家事、育児もきちんとするべきである＞
　全体でみると、「女性は仕事をもつのはよいが、家事、育児もきちんとするべきである」では、「賛成」（33.8％）・
「どちらかと言えば賛成」（36.7％）を合わせた賛成意見が70.5％に対し、「反対」（11.4％）・「どちらかと言えば
反対」（3.7％）を合わせた反対意見が15.1％となっている。

＜E　結婚しても相手に満足できないときは離婚すればよい＞
　全体でみると、「結婚しても相手に満足できないときは離婚すればよい」では、「賛成」（11.2％）・「どちらかと
言えば賛成」（17.9％）を合わせた賛成意見が29.1％に対して、「反対」（16.3％）・「どちらかと言えば反対」（24.8％）
を合わせた反対意見は41.1％となっている。

�　晩婚化や非婚化が進む理由（複数回答）（N＝1,062）（問５）
　　男女の晩婚化や非婚化が進む理由をみると、「仕事をもつ女性が増えて、女性の経済力が向上した」（57.5％）・

「独身生活のほうが自由である」（54.0％）・「結婚しないことに対する世間のこだわりが少なくなった」（36.2％）
の順に多い。
　図：２－�

「いちき串木野市男女共同参画推進に
向けての提言」が提出されました

　７月31日、いちき串木野市男女共同参画推進懇話会の
小松千鶴子会長から市長に対し、「いちき串木野市男女共
同参画に向けての提言」が提出されました。
　懇話会は、平成19年２月から「青年」「働く女性」「子育
て中の女性」「ボランティアグループ」「農業従事女性」「地
域づくり」の関係者に男女共同参画に関するグループイン
タビュー等を行い、提言にはそこで出された『思い』や
『意見』が取りまとめられており、今後のいちき串木野市
の男女共同参画の推進に向けた内容が示されています。

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 

独身生活のほうが自由である 

結婚しないことに対する世間のこだわりが少なくなった 

夫婦別姓の婚姻が認められていないから 

仕事のためには、独身のほうが都合が良い 

経済的に安定していない 

仕事をもつ女性が増えて、女性の経済力が向上した 

家事、育児に対する負担感、拘束感が大きい 

相手に高望みしている 

社会慣行としての見合いが減少した 

男女の出会いの場が少ない 

適当な相手と出会えない 

親離れできていない 

子供の数が少なくなり、跡継ぎ問題が結婚相手の範囲を狭めている 

その他 

わからない 

無回答 

1.1

36.2

54.0

17.9

57.5

32.1

11.4

18.4

22.8

30.0

8.9

22.1

1.9

4.1

6.3
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●●●　本市で日置地区道徳教育研修会開催　●●●

　６月２８日�、日置地区道徳教育研修会が、本市で開催されました。

　当日は、生福小学校と生冠中学校で次の四つの授業が公開されました。

　また、全体会では、冠岳小学校の西元まゆみ教諭が研究発表を行いました。

　生福小学校、冠岳小学校、生冠中学校の３校は、これまでも年３回の研究授業を行いながら緊密に連携

を図っていましたが、今回も３校が見事に連携・協力しながら、道徳教育のあり方についての提案を行い

ました。授業では、子どもたちが、自分の心を見つめながら望ましい生き方について熱心に考えていまし

た。

授　業　者内　　容学　年会　場　校

栗　野　彰　彦　教諭思 い や り ・ 親 切２年
生 福 小 学 校

瀬戸口　典　久　教諭友 情 ・ 信 頼 、 助 け 合 い４年

松　嶋　修　一　教諭生 命 尊 重 、 生 き る 喜 び１年
生 冠 中 学 校

板　坂　新　一　教諭目 標 に 向 か う 強 い 意 志２年

●●●　子ども議会を開催します　●●●

　８月２４日�に串木野庁舎議場を使い、子ども議会を行います。市内の各小・中学校から代表児童生徒が

参加しますが、子どもたちが話し合うのは、次の二つの議案です。

　一つ目は「いじめ問題の解決に向けて」という議案で、いじめ発見のポイントやいじめ問題解決へ向け

たスローガン等を決めます。二つ目は、「いちき串木野市の市政について」という議案で、児童生徒が本

市の市政等について質問し、市長や教育長に答弁してもらう予定です。当日は、議長・記録・提案等を全

て児童生徒が行い、議事を進行していきます。

　当日の子ども議員たちの活躍が楽しみです。

●●●　子どもたちの探究心の向上を目指して　●●●

　７月６日�、第５５回鹿児島県理科教育研究大会が本市と日

置市で開催されました。本市では、市来中学校２年２組の授

業（単元「電流の流れ」、指導者：上妻恵美教諭）が公開さ

れ、生徒たちが科学的に問題を解決しようとする意欲的な姿

が見られました。
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どろんこ大会in冠岳
　７月８日、冠岳小学校前の田んぼで冠遊会主催によ
る「第９回どろんこ大会in冠岳」が開催され、冠岳小
学校の児童や生冠中学校の生徒、社会人など約１５０人
が参加しました。
　田んぼの中に造られた特設コートで、ドッジボール
やバレーボールなどが行われ、激しい雨をものともせ
ず、大人も子どもも泥まみれになりながら熱戦を繰り
広げました。

第３６回全国消防救助技術大会出場�
　６月１日、鹿児島県消防学校で開催された「第３０回
鹿児島県消防救助技術指導会」で、本市消防本部の羽
根田誠さんが、ロープブリッジ渡過の部で見事優勝に
輝き、８月２２日に東京都で開催される「第３６回全国消
防救助技術大会」に出場されます。
　種目の内容は、水平に展張したロープの往復４０メー
トル間を自力で渡り、その安全確実性と所要時間を競
うものです。
　現在、猛暑の中で上位入賞を目指し訓練に励んでお
り、全国大会での活躍が期待されます。

海の日の海岸クリーン作戦
　７月１６日、土川漁港から市来海岸までを対象に、「第
１１回海の日海岸クリーン作戦」が実施されました。
　これは、市民の環境に関する意識啓発と海岸などの
美化活動を目的として行われるものです。
　この日は、約２,１００人の市民の方々がボランティアで
参加して、海岸に打ち上げられたごみなどを懸命に回
収し、約１時間の作業で収集されたごみは約６.２トン
にもなりました。
　これからも美しい海や海岸を残していくために、地
域ぐるみで協力し合いましょう。
　早朝にもかかわらずご協力いただきありがとうござ
いました。

救助のプロが講師
　７月５日、冠岳小学校で、串木野海上保安部から講
師を招いて「水難事故防止教室」が行われました。
　１１人の児童たちは、水の事故をなくすために気をつ
けることを詳しく学んだ後、実際にプールの中で救命
胴衣やペットボトル等を使って体験学習をしました。
　同小学校で、串木野海上保安部の職員が着衣水泳を
指導するのは初めてとのことで、児童たちは海の楽し
さと怖さを熱心に学んでいました。
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～エマ先生　さようなら～
　ALT（外国語指導助手）のエマ・スラヴィンスキー
さんが２年間の在任期間を終え、イギリスに帰国され
ました。エマさんは、平成１７年７月から市内各中学校
での英語指導や小学校の英語活動の指導をしてこられ
ました。
　また、要請に応じて、市民の英会話教室での講師、
学校の家庭教育学級での講師等を引き受けていただく
など、さまざまな国際交流活動に貢献してくださいま
した。
　２年間本当にありがとうございました。

ハウスみかん鋏入れ
　７月１８日、観音ヶ迫の硬質プラスチックハウスでハ
ウスみかんの鋏入れ式が行われました。
　このハウスみかんは「かごしま早生」で、他の品種
よりも着色がよく、糖度・クエン酸も良好なために導
入され、今年が初収穫となりました。
　鋏入れを行ったのは川上小学校の児童９人で、試食
では収穫したての甘くておいしいみかんにとても満足
していました。

ぶどう観光農園が開園
　７月２７日、串木野巨峰観光農園で関係者や照島保育
所の園児などが参加して、鋏入れ式と開園式が行われ
ました。
　ぶどうの観光農園が始まって１０年目となった今年
は、長梅雨の影響もあって例年より１週間程度実りが
遅れたものの、色・味ともに例年に負けない素晴らし
い出来になっています。
　みなさんも、安心安全で新鮮なぶどうをぜひご賞味
ください。

いちき串木野特産「真夏竹」出荷！
　今年も７月６日から市の公設市場で、いちき串木野
特産「真夏竹」の出荷が始まりました。
　今年で出荷３年目を迎えますが、昨年は初年度の倍
近い出荷量となり、今年もさらなる飛躍を目指し生産
者の皆さんも頑張っています。「真夏竹」は７月から９
月にかけて業者を通じて主に関西方面へ出荷されてい
ます。
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県民体育大会選考会
　県民体育大会選考会が、７月８日と１５日を中心に、
いちき串木野市と日置市の各競技会場で開催されまし
た。
　今回から各競技団体が中心となって大会を運営さ
れ、本市の選手の皆さんも暑い中健闘されました。
　なお、日置地区の代表選手に選出された方は、９月
１５日から１６日にかけて開催される第６１回県民体育大会
（曽於地区大会）に出場されます。
●本市の優勝種目
（串木野地域）
　サッカー、バスケットボール女子、ソフトボール女
子、　バドミントン男子、弓道
（市来地域）
　バレーボール男子

いちきノンビリーズが九州大会出場�
　市身体障害者福祉協会会員で構成した「いちきノン
ビリーズ」が県予選会で第３位の成績を収め、９月２９
日から３０日にかけて福岡市で行われる「第１回九州身
体障害者グラウンド・ゴルフ大会」に出場することに
なりました。
　日頃の練習の成果を存分に発揮し、活躍されるもの
と期待されます。

「串木野剣道」が全国大会に出場
　６月１０日、日置市で行われた「鹿児島県少年剣道錬
成大会」個人戦中学の部で口ノ町祐智さんが準優勝し
ました。
　また、団体戦中学の部では「串木野剣道」が準優勝
し、７月２６日に日本武道館で開催された全国大会（全
日本少年剣道錬成大会）への出場を果たしました。惜
しくも、全国大会では初戦で敗退しましたが、また次
の大会に向けて日々練習を重ねており、今後のさらな
る活躍が期待されます。

「海の日」B＆Gクリーンフェスティバル及びマリンスポーツ大会
　７月１６日（月・海の日）、B＆G海洋センターで小・
中学生・一般の４１人が参加し、クリーン活動（艇庫周
辺・野元海岸）とカヌー競技大会が開催されました。
　参加者は、クリーン活動を通じ、環境保全・環境教
育の理解と認識を深め、また親子でのカヌー体験やカ
ヌー競走を行い、マリンスポーツに親しみました。
　カヌー競技大会各種目の１位は次のとおりです。
（敬称略）
●小学生男子（３～４年生）の部
　　　　　　　　　　　浜田　琢夢（串木野小）
●小学生男子（５～６年生）の部
　　　　　　　　　　　萩内　健斗（照 島 小）
●小学生女子の部　　　野元　章世（照 島 小）
●中学生・一般の部　　二間�　健（串木野中）
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市水泳選手権大会
　７月２２日、串木野西中学校プールで第２回いちき串
木野市水泳選手権大会が開催されました。
　各種目の１位は次のとおりです。（敬称略）
【小学生の部】
　２５ｍ自由形　男子　内村　太樹（３年）　　２９秒１８
　　　　　　　女子　中島ほのか（３年）　　３３秒３３
　５０ｍ自由形　男子　吉留慎一郎（６年）　　３７秒９６
　　　　　　　女子　橋口　有華（６年）　　４２秒６３
　５０ｍ平泳ぎ　男子　吉留慎一郎（６年）　　４６秒４０
　　　　　　　女子　領家華奈美（６年）　　５３秒４４
　２５ｍ背泳ぎ　男子　内村　太樹（３年）　　３０秒３９

（大会新）
　５０ｍ背泳ぎ　男子　松山　海人（５年）　　５５秒３３
　　　　　　　女子　橋口さくら（６年）　　５１秒４０
　１００ｍ個人メドレー
　　　　　　　男子　宮川　雅生（４年）２分０４秒２４
　２００ｍメドレーリレー
　　　　　　　男子　橘塾スイミングクラブ　３分４７秒３２
　２００ｍリレー 男子　橘塾スイミングクラブ　３分２４秒５５
　　　　　　　女子　市来小学校　　　　３分１８秒２７
【中学生の部】
　５０ｍ自由形　男子　橋口　潤一（３年）　　３１秒４０
　　　　　　　女子　中村　杏香（１年）　　３６秒９５
　５０ｍ平泳ぎ　男子　假屋　泰史（１年）　　４２秒２４
　　　　　　　女子　中村　美咲（１年）　　４６秒７５
　１００ｍ平泳ぎ 男子　宮川　大輝（２年）１分２６秒９３
　５０ｍ背泳ぎ　女子　中村　美咲（１年）　　４１秒２０
　５０ｍバタフライ　男子　宮川　大輝（２年）　３２秒５１
【高校生の部】
　５０ｍ自由形　男子　福山　洋雄（３年）　　２７秒７７
　１００ｍ自由形 男子　假屋　太輔（１年）１分１３秒２８
　５０ｍ平泳ぎ　男子　假屋　佑紀（２年）　　３８秒８９
　５０ｍ背泳ぎ　男子　内田　僚汰（１年）　　３２秒６８

（大会新）
　５０ｍバタフライ　男子　二町　健太（３年）　３３秒２０
【一般の部】
　５０ｍ自由形　男子　松嵜　聖幸（下名）　　２７秒１７
　５０ｍ平泳ぎ　男子　内田　大作（上名）　　３３秒８４

長崎鼻海水プール開き
　７月２０日、長崎鼻海水プールがオープンしました。
　水難事故防止を祈願する神事やテープカットが行わ
れた後、子どもたちは待望の初泳ぎを楽しみました。
　当日は、姉妹都市サリナス市からの派遣高校生も加
わって、イワシやハマチ、ヒラメなど約３００匹の魚のつ
かみ取りが行われ、プールの中は大賑わいでした。

第２回市小学校水泳記録会
　７月２５日、串木野小学校プールで第２回いちき串木
野市小学校水泳記録会が開催されました。
　各種目の１位は次のとおりです。（敬称略）
●自由形
　５年男子　 ５０ｍ　有村　雄大（羽　島）　　４１秒３
　　　女子　 ５０ｍ　萩元可南子（串木野）　　４０秒８
　６年男子　 ５０ｍ　松元　海里（串木野）　　４０秒８
　　　女子　 ５０ｍ　領家華奈美（市　来）　　４０秒４
　６年男子　１００ｍ　川口竜太郎（串木野）１分３６秒５
　　　女子　１００ｍ　緒方　麻佑（照　島）１分４４秒２
●平泳ぎ
　５年男子　 ５０ｍ　松山　海人（市　来）　　５０秒４
　　　女子　 ５０ｍ　萩元可南子（串木野）　　５８秒４
　６年男子　 ５０ｍ　吉留慎一郎（照　島）　　４６秒９
　　　女子　 ５０ｍ　松比良結衣（市　来）　　５０秒７
　６年男子　１００ｍ　平田　穂高（羽　島）１分５６秒９
　　　女子　１００ｍ　新村　真鈴（串木野）１分５８秒４
●背泳ぎ
　５年男子　 ５０ｍ　大迫亨史郎（市　来）１分０４秒０
　　　女子　 ５０ｍ　川口　明莉（羽　島）１分０６秒３
　６年男子　 ５０ｍ　石原　聖生（市　来）１分１０秒７
●２００ｍ個人メドレー
　男子　川口竜太郎（串木野）４分１９秒７
●２００ｍメドレーリレー
　男子　串木野小　３分４５秒９
　女子　串木野小　３分２４秒６
●２００ｍリレー
　男子　羽島小Ａ　２分５６秒１
　女子　市来小Ａ　２分５６秒４
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　現在、食中毒注意報が発令され、食中毒の発生しや
すい気象状況となっております。
●調理や食事前の手洗いをしっかり行い、包丁やまな

板、台所も常に清潔にし、加熱して調理する食品は、
中まで十分に火を通すようにしましょう。

●調理後の食品は、早めに食べ室温に長く放置しない
ようにしましょう。

　以上のことに気をつけて、食中毒を予防しましょう。

【集団災害事故救急訓練の実施】

　９月９日の「救急の日」にあたり、市医師会・消防
署などの関係機関が参加して集団災害事故救急訓練を
下記のとおり行います。
　この訓練で、消防車と救急車がサイレンを鳴らして
走行しますので、火事や救急事故と間違わないように
してください。また、付近道路では通行止等の交通規
制が行われますので、ご協力をお願いします。
●日　　時　９月７日�　14：00～15：00
●場　　所　曙町�ミドリ薬品串木野駅前店付近一帯
●訓練内容　交通事故により多数の負傷者が発生、現

地に応急救護所を開設し、消防隊が救出
した負傷者を市医師会・救急隊等が連携
して応急処置を行い、救急車で医療機関
へ搬送します。

　本市消防団員が分団ごとに、日頃の訓練で培った統
制のとれた規律訓練を披露し、その指揮号令、部隊行
動の確実性などを競います。
　多数のご観覧、応援をお願いします。
●日　　時　９月９日�８：30～12：３0（雨天決行）
●場　　所　日置北部公設地方卸売市場（西薩町）

　生涯学習講座の受講生を次のとおり募集します。

●対 象 者　　　市内に居住する20歳以上の方
●募集人員　　　各講座15名
●申込期限　　　９月５日�
●受講者の決定　定員を超えた場合は、抽選を行い結

果を通知します。（応募者が少ない
時は、講座を中止する場合がありま
す。）

●申 込 先　　　中央公民館または社会教育課に申し
込んでください。

　川薩人材育成センターでは、次のパソコン講座生を
募集します。

●受付開始日   ９月12日�　９：００～（定員になり
次第締め切ります）

●問合せ・申込　川薩人材育成センター（�22－3873）

���������������������������������������������������������������������������

食中毒注意報について
生活環境課（�33－5614）

保健・衛生・福祉

募集・催し

９月９日は「救急の日」
消防本部（�32－0119）

第１回いちき串木野市消防団規律訓練大会
消防本部（�32－0119）

生涯学習講座の受講生募集について
中央公民館（�33－5654）・社会教育課（�21－5128）

受　講　料会　場時　間
講　座
予定日

講　座　名

無料中央

公民館

13：３0

　～

15：00

10／16

10／23

10／30

11／６

11／13

11／20

『心とからだのリ

ラックス講座』

・心と体はつな

がっています。心

も体も楽になる方

法を体験する講座

です。（全６回）

白磁、釉薬、

焼 付 け 代 等

１ 回 に つ き

1,500円 程 度

必要です。

９：30

　～

12：00

10／１

10／15

10／22

11／５

11／12

11／19

『ポーセラーツ教

室』

・焼き物（白磁）

に絵付けをしてオ

リジナルの作品を

つくります。（全

６回）

「パソコン講座」受講生募集
商工観光課（�33－5638）

受講料

募
集
定
員

講習時間講 座 期 間講　　座　　名

30,000円
　

名
10

各講座とも
13：00から
16：00まで

各講座とも
10月27日から
12月22日まで
の毎週土曜日
（但し11月３
日の土曜日を
除く）

・文書作成基本講
座（ビジネスに欠
かせない文書作成
の基本を学ぶ。）

30,000円
　

名
10

・表計算基本講座
（ビジネスに欠か
せない表計算機能
の基本を習得す
る。）

30,000円
　

名
10

・CAD基本講座
（これから始めよ
う と す るCAD操
作の基本を習得す
る。）
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　鹿児島大学生涯学習センター所長の原口泉先生を学
長に迎え、鹿児島の自然・歴史・文化・産業を見直し、
薩摩の精神を伝承していくことを目的とした、「薩摩
金山私学校」が下記の日程で開催されます。市民の皆
様の多数のご参加をお願いします。
●入 学 金　1,000円（ただし、学生は、500円）（他に

受講料が講座ごとに必要になります。）
●予定講座

●申込・問合先　
　薩摩金山私学校事務局（薩摩金山蔵内）
　�21－2110　Fax21－2511
　E-mail:shigakkou@satsuma-kinzangura.com

専門調理師・調理技能士の
国家試験の案内

　専門調理師・調理技能士の国家試験は、毎年、前期
と後期に分けて実施されます。前期は、「すし料理・中
国料理及び給食用特殊料理」、後期は「日本料理、西洋
料理及び麺料理」について試験が実施されます。
　この試験は、学科試験と実技試験に分かれており、
合格しますと、厚生労働大臣から「専門調理師認定・
調理技能士検定合格」証書が交付されます。
　平成19年度の後期試験の受験申請は、９月10日から
受付が行われます。なお、受験案内、受験申請書の請
求は９月３日から行われます。
●お問合せ　社団法人　調理技術技能センター
　　　　　　〒103‐0012　東京都中央区日本橋堀留町
　　　　　　　　　　　　２‐８‐５JACCビル５F
　　　　　　　　　　　　（�03－3667－0867）

　旧川上小学校教職員住宅（土地含む）を売却します。
●土　地

●建　物

　※　土地、建物とも現状のままの売却となります。
●略　図

●最低売却額　1,200,000円
●申込締切日　８月31日�
※申込者多数の場合は、一般競争入札としますので、

申込締切後、市から通知します。
●申込み・問合せ　財政課　契約管財係（串木野庁舎）

　市では、自主財源の確保を目的に、市ホームページ
にのせるバナー広告を募集しています。バナー広告と
は、市ホームページに掲載されたバナー（画像）をク
リックすると、広告主のホームページにリンクするも
のです。
　バナー広告は、市ホームページの玄関口であるトッ
プページに掲載されます。
　ホームページへのアクセスの向上に、顧客の拡大
に、そして信頼性の確保に市ホームページのバナー広
告枠をぜひご利用ください。
●掲 載 料　１枠月10,000円
●掲 載 枠　８枠
●規　　格　縦60ピクセル×横120ピクセル、４キロ

バイト以内、GIF形式
●掲載時期　来年３月まで（１ヵ月単位・更新可）
●募集期間　随時、ただし掲載希望月の１ヶ月前
●申込方法　掲載希望月の１ヵ月前までに、市ホーム

ページにて募集要項等をご確認の上、所
定の申込書にバナー原稿を添えてお申し
込みください。

●申込み・問合せ　総務課　情報政策係
※市ホームページのアドレスは下記になります。　
　トップページ　http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/
　募集要項
　http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/banner/banner.asp
※申込書の記入方法等上記サイトに掲載しています。

旧川上小学校教職員住宅（土地含む）の売却
財政課（�33－5629）

薩摩金山私学校のご案内
商工観光課（�33－5638）

受講料場　所講　師内　容月　日

1,000円薩摩金山蔵西郷　隆文
西南戦争130年
�西郷菊次郎

８／26�
13：30～

未定薩摩金山蔵他所崎　　平
西南戦争130年
�

９／23�
時間未定

1,000円薩摩金山蔵他八幡　正則
鹿児島の食文化
～過去から未来
へ～

10／20�
13：30～

2,000円
鹿児島大学総
合研究博物館

大木　公彦

博物館巡り～鹿
児島大学総合研
究博物館を中心
に～

11月

1,000円薩摩金山蔵三嶽　公子
宮尾登美子『天
璋院篤姫』につ
いて

12／16�
13：30～

2,500円桜島福島　大輔
SA・KURA・
JIMA探訪

１月

2,000円
鹿児島中央駅
～指宿

東川隆太郎
天璋院篤姫に関
わる史跡めぐり

２／17�
終日

1,500円
日高水産工場
見学他

久木山睦男
串木野のおいし
い特産品

３／15�
10：30～

1,000円薩摩金山蔵犬塚　孝明
薩摩藩英国留学
生

４月

1,000円薩摩金山蔵有馬二刀流薩摩狂句
５／18�
13：30～

川上小 

長田神社 

農免道路 

ポンプ室 物件 

船川 上川上橋 ［県道郷戸市来線］ 
川上 
郵便局 

至→ 

↓
至 

八
房
川 

中
ノ
平
林
道 

面　積（�）地　目地　　番
166.94宅　地川上1,832－３

建築年月日面積（�）構　造
昭和47年10月31日57.76木造・平屋建

市ホームページへのバナー広告募集
総務課（�33－5633）
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　第２回いちき串木野市市民体育大会を下記日程で開
催いたします。
　市民のみなさんがスポーツを通して互いにふれあ
い、健康つくりをすすめる楽しい大会になるよう準備
をしています。
　多数のご参加とご声援をよろしくお願いします。
●期　日　10月７日�　雨天中止
　　　　　※中止は、防災無線を通して連絡します。
●場　所　多目的グラウンド
●開会式　午前８時30分から
【お願い】
　当日は駐車場の混雑が予想されます。今年も多目的
グラウンドと各地区を結ぶバスを運行いたしますの
で、是非ご利用ください。
　詳しいプログラムは、広報いちき串木野（９月20日
号）に掲載予定です。

●日　時　９月１日�　10：00～12：00
●内　容　「民具は語る」　所崎　平　氏
●場　所　ドリームセンター（参加費　無料）
　どなたでも参加できます。お気軽においでください。

　平成19年度訪問介護員養成研修受講者を募集しま
す。
●対 象 者　・１級課程～訪問介護員２級課程修了者

で訪問介護員又は介護職として勤務し
ている者

　　　　　　・２級課程～訪問介護員又は介護職とし
て勤務している者（常勤・非常勤）並
びに同内定者及び一般の者

●研修期間　平成19年10月10日～平成20年２月８日
●研修会場　国立病院機構南九州病院内（加治木町）
　　　　　　※施設実習有
●受講費用　１級課程：65,000円
　　　　　　２級課程：40,000円
●受講申込書の提出先及び提出期限
　　市健康増進課介護保険係で所定の受講申込書を受

領のうえ８月31日�までに提出してください。

　鹿児島県公証人会では、10月１日から７日までの
「公証週間」の関連行事として、日本公証人連合会主
催、法務省後援による公証相談所を設置します。
　公証事務に関する疑問、悩みごとやお困りごとなど
公証人が直接相談に応じますので、ご利用ください。
●日　　時　９月22日�　10：00～16：00
●設置場所　鹿児島市山下町17番12号（県民交流セン

ター東玄関前）
　　　　　　鹿児島公証人合同役場
　　　　　�099－222－2817　FAX099－222－2391
●相 談 料　無　料
●相談事項　公証事務全般（遺言・任意後見契約・売買・

消費賃貸・債務弁済・離婚給付等の各種
契約・私署証書・会社の定款等の認証・
確定日付の付与等）

※平日も随時無料で公証相談に応じています。

　�親子でお店屋さんごっこだぁ��をテーマに、夏
休み思い出作り企画「さのさフリーマーケット2007夏」
を開催します。
　室内で行いますので、暑い夏の１日、涼みながら掘
り出し物を見つけてみてはいかがでしょうか?ランチ
バイキング・ビアバイキングも大好評開催中ですので、
ぜひ遊びにいらしてください。
●日　時　８月26日�　10：00～16：00
●場　所　シーサイドガーデンさのさ　１Fさのさの間
※当日は、「とれとれ朝市」を同時開催します。

串木野郷土史研究会の例会発表
文化振興課（�33－5655）

「さのさフリーマーケット2007夏」開催�
シーサイドガーデンさのさ（�32－4177）

第２回いちき串木野市市民体育大会について
市民スポーツ課（�21－5129）

公証週間に伴う無料相談所の設置について
総務課（�33－5626）

訪問介護員養成研修受講者募集
健康増進課（�33－5673）

そ　の　他

税務課（�３３－５６１５）

　納期限内の納付にご協力ください。
　口座振替日は、８月27日です。口座振替の方は、
預金残高のご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・印
鑑をご持参のうえ、お手続きください。
　 ゆめつなぐ　ぼくらの未来へ　税のかけ橋

　（平成18年度「税に関する作品」から）

８月の市税納期

市 県 民 税　第２期

国民健康保険税　第２期

介 護 保 険 料　第３期

８月３１日
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　鹿児島県には、毎年のように台風が接近または、上陸し、強風と大雨によりたびたび大きな被害にあっていま
す。台風情報に注意し、被害を最小限に防ぎましょう。また、８月30日から９月５日までは防災週間です。風水
害、地震・津波災害はどこで発生してもおかしくありません。この機会に身の回りの防災について考えてみましょ
う。

～　避　　難　　場　　所　　一　　覧　～

※「○印」は第１次配備の避難場所とし、他の場所は必要に応じて開設します。

テレビ・ラジオ・防災無線等の情報に十分注意し、早めの避難をこころがけましょう！
自治振興課（�33－5632）

【串木野地域】

電話番号所在地避難場所の名称電話番号所在地避難場所の名称

32－1899長崎町91　串木野体育センター32－2688冠岳12844－１　冠岳小学校体育館

32－9570新生町183○串木野高齢者センター32－0760冠岳13511－２○冠岳コミュニティセンター

32－7130新生町183　働く女性の家32－3307上名8605○生福小学校体育館

32－2064美住町65　串木野高等学校体育館32－3377上名8551　生冠中学校体育館

32－1744下名20226－１○串木野西中学校体育館32－1735上名700○串木野中学校体育館

35－0014羽島5218○羽島コミュニティセンター32－8770上名2455○勤労青少年ホーム

35－0009羽島5359　羽島小学校体育館32－1738上名536　串木野小学校体育館

32－8809荒川2450○荒川コミュニティセンター33－5654昭和通133－１○市民文化センター

32－2010荒川2347－１　荒川小学校体育館32－3006栄町23　願船寺

32－8811下名14103－１○旭コミュニティセンター33－1231元町236○ドリームセンター

32－1724下名14067　旭小学校体育館32－2504本浜町38　浄宝寺

－下名15367－２　芹ヶ野公民館32－1727西島平町375　無量寺

35－0887羽島9675○土川コミュニティセンター32－1701下名5453－３○照島小学校体育館

【市来地域】

電話番号所在地避難場所の名称電話番号所在地避難場所の名称

－大里5664○川北地区公民館36－2341湊町160　市来農芸高等学校体育館

－大里3246－１○川南地区公民館21－5800湊町3126○いちきアクアホール

36－2044川上1200　川上小学校体育館36－4558湊町3126－12　市来高齢者福祉センター

36－4334川上978○川上地区公民館36－2009湊町3392　漁民会館

36－2918川上1707　川上生活改善センター36－2102湊町3018　浄泉寺

36－5059湊町3243－１　市来保健センター36－2022湊町3270　西村寺

36－2166湊町3126－23　市来保育所36－2881大里5547－１　市来体育館

36－2221川上1215－１　市来川上郵便局36－2056大里3764　市来中学校体育館

36－2006大里3731　市来小学校体育館
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　今般の国会において、雇用保険法が一部改正され下
記のとおりとなります。
１　雇用保険の受給資格要件が変わります。
　　平成19年10月１日以降離職された方は、雇用保険

の被保険者区分が短時間被保険者と一般被保険者が
一体化され雇用保険受給資格要件が次のとおりにな
ります。

　旧　○短時間被保険者（週所定労働時間20～30時間
未満）

　　　12月（各月11日以上）の被保険期間で受給資格
　　　○一般被保険者
　　　６月（各月14日以上）の被保険期間で受給資格
　新　○いずれの雇用保険被保険者とも雇用保険基本

手当を受給するためには原則
　　　12月（各月11日以上）の被保険期間が必要。
　　　　　　※倒産・解雇により離職された方は６月（各月11日以

上）が必要。

２　育児休業給付の給付率が引き上げられます。
　　平成19年４月１日以降に職場復帰をされた方から

対象。
　旧　○休業期間中30％　＋　職場復帰後10％
　新　○休業期間中30％　＋　職場復帰後20％
　　　　育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎

期間から除外されます。（平成19年10月１日以降に育児休業

を開始された方に適用）

３　教育訓練給付の要件・内容が変わります。
　　平成19年10月１日以降に指定講座の受講を開始さ

れた方は被保険者期間３年以上で受給資格、初回に
限り当分の間は１年以上に緩和。

　旧　○被保険者期間３年以上５年未満
　　　　　　　20％（上限10万円）
　　　○被保険者期間５年以上
　　　　　　　40％（上限20万円）
　新　○被保険者期間３年以上
　　　　　　　20％（上限10万円）
４　特例一時金の給付水準が変わります。
　　平成19年10月１日以降に離職された短期雇用特例

被保険者の方は、手当日額相当分が変わります。
　旧　○雇用保険基本手当日額　　　　　50日相当分
　新　○雇用保険基本手当日額　当分の間40日相当分
　　詳しくは、伊集院公共職業安定所（�099－273－

3161）までお問合せください。なお、法改正のリー
フレットは下記アドレスにてダウンロードできます。

　http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html

●日　時　８月30日�　９：30～16：00
●場　所　中央公民館　２階小会議室
●相談員　川内社会保険事務所職員
※国民年金・厚生年金・船員保険における加入記録の
照会について、不明なことがありましたらぜひご相談
ください。

　海区漁業調整委員会委員選挙人名簿は、１年ごとに
作成されます。
　この名簿に登録しなければ、海区漁業調整委員会委
員選挙について投票及び立候補ができないことになり
ますので、資格のある方は、必ず申請してください。
●申請の現在日　　　９月１日�
●申請書の提出期限　９月５日�
●申請書の提出先　　市選挙管理委員会（市来庁舎）
●資格者
　�　昭和62年12月６日までに生まれた人で、市内に

住所又は事務所を有し１年間に90日以上漁船を使
用する漁業を営み又は漁業者のために漁船を使用
して行う水産動植物の採捕若しくは養殖に従事す
る人。

　�　海区漁業調整委員会の委員又は漁業協同組合若
しくは漁業協同組合連合会の役員であって、その
委員又は役員に就任後、�に該当しなくなったた
め選挙権を失った人。

●申請書用紙
　　申請書用紙は、市選挙管理委員会事務局（市来庁

舎）及び各漁業協同組合（市来町、串木野市島平、
串木野市、羽島）に設置してあります。

　９月１日現在の選挙人名簿登録者の名簿を下記によ
り縦覧に供します。
●縦覧期間　９月３日�～９月７日�
●縦覧場所　市来庁舎１階　選挙管理委員会事務局
●縦覧時間　８：３０～１７：００

　	かごしま産業支援センターでは、従業員数20人以
下（商業・サービス業は５人以下）の小規模企業者を
対象として、設備（土地・建物を除く）導入のための
資金の貸付けを行っています。
●設備資金貸付
　 ・  貸付限度額　所           要資金の２分の１以内で4,000万

�

円以下
　・貸 付 利 率　無利子
　・返 済 期 間　７年以内
　・保 証 人 等　２人（借入申込700万円以上は要不動

産担保）
　・申　込　み　平成20年１月31日
●問合せ　	かごしま産業支援

センター総務貸与係
　　　　　（�099－219－1271）

伊集院公共職業安定所からのお知らせ
商工観光課（�33－5638）

海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の登録申請をしてください
選挙管理委員会（�21－5125）

年金記録相談所を臨時開設
串木野庁舎市民課（�33－5612）・市来庁舎市民課（�21－5115）

選挙人名簿登録者の名簿の縦覧
選挙管理委員会（�21－5125）

小規模企業者等設備導入資金制度のご案内
商工観光課（�33－5638）



　事業継続の見通しがつかない中小企業の方や過去に
廃業を経験し、再度起業したいが金融機関からの融資
が受けられず過去の経験が活かせない方。このような
方々の再チャレンジの様々な課題に専門家が相談に応
じ、再起業を応援します。
　この窓口（鹿児島県商工会連合会に設置）では、中
小企業診断士、税理士などの専門家が無料で相談に対
応いたします。
　ご相談の申込み、相談内容は秘密厳守です。事業継
続が困難な場合や再起業をご検討の方、ためらわずで
きるだけ早めにご相談ください。
≪お問合せ≫
　各商工会を通じ、または直接、鹿児島県商工会連合
会（�099－226－3773）まで

　国土交通省では、昭和32年以来毎年９月に「船員労
働安全衛生月間」を実施し、全国的に船員の災害防止
と安全衛生に対する意識の高揚を図っています。
本年は、“安全第一　家族の願い　健康管理は　自分
の努め”をスローガンに本月間中、九州運輸局鹿児島
運輸支局などが船員の労働安全・衛生指導等を実施す
るほか、船員法指定病院の協力を得て、船員の無料健
康相談所を開設します。
●健康相談指定病院　第二有川医院（�３２－３３２９）
●問合せ　九州運輸局鹿児島運輸支局船員課
　　　　　（�099－222－5660）

 

　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。

※法律相談を希望される方は社会福祉協議会に予約し
てください。（受付人員７人）　他の相談は予約はいり
ません。その他お問い合わせは、社会福祉協議会へど
うぞ。

早期転換・再挑戦支援窓口のご案内
商工観光課（�33－5638）

早期転換・再挑戦支援窓口のご案内
商工観光課（�33－5638）

９月の心配ごと相談
社会福祉協議会（�３２－３１８３）

相　談　員

相　談　日

相談種別相談場所及び
相談時間

※毎週金曜日

２８日２１日１４日７日

心配ごと相談員○○○○生活・福祉
児 童 相 談

串木野高齢者
福祉センター
９：00～12：00

看護師経験者－－○－健康・介護
相 談

社会保険労務士○○－○年金・保険
交通事故相談

司 法 書 士
土地家屋調査士○○－○財産・登記

相 談

税 理 士－－○－税金・経営
相 談

弁 護 士－－○－法 律 相 談

心配ごと相談員

－１８日１１日４日

生活・福祉
相 談

市 来 高 齢 者
福祉センター
10：00～12：00

－火火火

－○○○

社会福祉協議会
　次の方々から故人の香典返しにかえて、社会福祉協
議会に寄付をいただきました。
　ありがとうございました。ご冥福をお祈りします。

住　所年齢故　　人寄 付 者 名

湊　町96下　薗　ハルエ長　家　ハル子

大　里95米　園　フ　ミ米　園　敏　行

昭和通59野　元　惠美子野　元　正　一

塩屋町81白　石　照　治白　石　喜　佐

湊　町52永　井　恵美子永　井　�　行

下　名62橋之口　律　子橋之口　厚　子

大　里93福　山　美　良福　山　　　聰

曙　町73吉　留　キヨ子吉　留　茂　幸

住吉町84原　園　カツエ原　園　繁　廣

西浜町78西　本　サヱ子西　本　利　夫

羽　島88赤　岩　豊　吉赤　岩　輝　夫

愛木町88藤　�　亀　吉藤　�　亀一郎

羽　島76中　屋　アキヱ中　屋　　　稔

湊　町87田　中　八　重田　中　廣　幸

川　上98久見�　キ　ク久見�　憲　二

住吉町84田　代　シ　ヅ田　代　和　美

北浜町77小　松　　勇小　松　ト　シ

東島平町83内　�　照　子内　�　久　芳

御倉町70馬　越　政　博馬　越　道　子
（届け出人が同意した方だけ掲載してあります。）

香典返しを寄付
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交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口メメメメメメメメメメメメメメメメメメメメモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモ交通安全一口メモ
「飲酒運転の根絶�」

自治振興課（�３３－５６３２）
　今年６月に、飲酒運転等に対する罰則の
引き上げ、酒類提供行為や同乗行為の禁止
などを内容とする道路交通法の改正が行わ
れ、今年９月から施行されます。
　飲酒運転の危険性については、皆さんも
十分認識されていると思いますが、あらた
めて次のことを徹底しましょう。
�　酒気を帯びて車両等を絶対に運転しな

いこと。
�　飲酒運転をするおそれがあるものに対

し、車両等を提供しないこと。
�　飲酒運転をするおそれがあるものに対

し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめな
いこと。
�　運転者が酒気を帯びて

いることを知りながら同
乗しないこと。

飲酒運転の根絶に心がける
ことから交通事故のない安
全で安心な街づくり�

９月は「船員労働安全衛生月間」です
水産港湾課（�33－5637）



《《館内おはなし教室》》
　☆日　時：９月１日�　1５：00～
　☆日　時：９月１４日�　1６：00～
　☆内　容：読み聞かせ・シアター・折り紙等

《《市来分館おはなし会》》
　☆日　時：９月８日�　10：00～
　　　　　　★ボランティアグループ『たんぽぽの

会』のおはなし会です。
　☆日　時：９月2２日�　11：00～

臨時休館　９/２５～３０　は蔵書点検のため
本館・市来分館とも休館します。 

☆★９月の移動図書館巡回日程★☆

※サービスステーション（到着予定時）は、『広報い
ちき串木野６/20号』に掲載してあります。

　詳しくは、市立図書館（�33－5655）へお尋ねく
ださい。

　

� � � � � �
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�����������	�
�� ７月届出分７月届出分

住　所保　護　者子どもの名前住　所保　護　者子どもの名前

上　　名克　　幸竹　添　 汰 　 星 
��� ��

上　　名真　　弘西　川　　　 諒 
���

湊　　町健　　作黒　木　 瑠 　 依 
�� �

緑　　町一　　也久　保　 駿 　 也 
���� �

大　　里裕　　樹山　路　 詩 　 乃 
�� �

湊　　町大　　輔四　元　 陽 　 華 
��� �

塩 屋 町雄　　助福　山　 真 　 晶 
��� ��

下　　名光 一 郎中　村　 優 　 花 
��� �

愛 木 町智　　大川　口　 奏 　 太 
��� �

東塩田町浩　　文立　石　 煌 　 也 
��� �

西塩田町　学　中袴田　　　 羚 
��

下　　名　稔　田　代　 杏 　 李 
��� �

川　　上修　　作佐々木　　　 翔 
���

中 尾 町浩　　二竹　本　 陽  　  向 
�����

春 日 町崇　　史藤　田　 琉 　 聖 
���� ��

日 出 町順　　平永　岡　 茉 　 凛 
�� ��

上　　名美　　和木　村　 結 　 佳 
��� �

大　　里一　　成梶　原　 士 　 明 
�� �

出生届の届出期間は、生まれた日から１４日以内
※持参するもの　●出生届（出生証明書）１通
●母子健康手帳　●国民健康保険証（加入者のみ）
●印鑑（届出人のもの）（届出人が同意した方だけ掲載してあります。）

下　　名洋　　志新　山　 一 　 真 
��� �

下　　名一　　平蓑　手　 海 　 叶 
��� �

巡回日コース巡回日コース

９月１３日�６コース９月４日�１コース

９月１８日�７コース９月５日�２コース

９月１９日�８コース９月６日�３コース

９月２０日�９コース９月１１日�４コース

９月２１日�10コース９月１２日�５コース

１７

お
り
が
み
作
品
展

八
月
一
日
〜
三
十
一
日

市
立
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書
館
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ロ
ビ
ー

３�・１０�・１６�・２４�・２５�～３０�
火～金： ９：００～１９：００

 土・日・第３月： ９：００～１７：００

市立図書館・市来分館
９月の休館日



「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。

発行：いちき串木野市役所 企画課　　ホームページ：http:www.city.ichikikushikino.lg.jp/
〒８９６‐８６０１　鹿児島県いちき串木野市昭和通１３３番地１　　携帯用：http:www.city.ichikikushikino.lg.jp/i/
（TEL）０９９６‐３２‐３１１１（FAX）０９９６‐３２‐３１２４　　E-mail：info@city.ichikikushikino.lg.jp 本紙は古紙配合率100％再生紙を使用しています 

���������	
�
　　　　　　　　　　　シリーズ�

ち
 き

 ゅ う に や さ し い
 

みどりをまもる

　昨秋開催された「いちき串木野～地かえて祭り～」での「味の五番勝負」で、
「まぐろラーメン」に続く名物料理を作ろうと、市来地区の飲食店５店舗で『い
ちきポンカレー』を開発、初登場しました。ポンカンとカレーの意外な組み合
わせですが、辛さの中に広がるポンカンの爽やかな味が基本となっており、右
記取扱店で色々なバリエーションの『いちきポンカレー』を食べることが出来
ます。夏バテ防止のため『いきいきバス』を利用して、新しいご当地グルメで
ある『いちきポンカレー』をご賞味してみてはいかがですか。

　いきいきバス【市来温泉センター前・市来郵便局（�田屋伝兵衛前）】停留所時刻案内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●問合せ先　串木野庁舎　商工観光課　�３３－５６３８

四元　 陽  華 ちゃん
はる か

（湊町）

太陽の華のようにいつも明るく
元気な子でいてね。
　父：大輔さん

（７月届出分）

久保　 駿  也 ちゃん
しゅん や

（緑町）

元気にのびのびと育ってね。

父：一也さん

「いちきポンカレー」の紹介

（月～土曜日） （日曜日）小型バス

串木野駅
９：４６
１４：１６
１６：０９

→市来温泉センター前
９：３８
１３：４８
１５：４８

→市来駅
９：１４
１３：４４
―：―

→市来郵便局
８：３３
１３：０３
１５：４３

→川上
―：―
１２：５２ 
１５：３２ 

川上
１１：３６
１５：２７
１７：４４

→市来郵便局
１１：０３
１５：１６
１７：３３

→市来駅
１０：２０
―：―
１６：５２

→市来温泉センター前
１０：１８
１５：１１
１６：４８

→串木野駅
９：５０
１４：５０
１６：２０

１８

【いちきポンカレー取扱店】
○お食事処「ぎおん」　 �３６－３３１９
○味処「香み」　　　 　�３６－２９９２
○居酒屋「心」　　　 　�３６－４２２７
○焼酎とお食事処「伝兵衛」
　　　　　　　　　　　�３６－３１３１
○国民宿舎吹上浜荘　　�３６－２５１１

串木野駅
１０：３４
１３：０４
１６：３４
１９：０４

→市来駅
８：５５
１１：２５
１４：５５
１７：２５

→市来郵便局
８：３３
１１：０３
１４：３３
１７：０３

→市来温泉センター前
８：３０
１１：００
１４：３０
１７：００

→串木野駅
８：１０
１０：４０
１４：１０
１６：４０




