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　輝ける新年の年頭にあたりましてご挨拶を申し

上げます。

　市民の皆様には、希望に満ちた新春を健やかに

お迎えのことと、心からお慶び申し上げます。

　旧年中は、市政の様々な分野にわたりまして、皆

様の温かいご理解とご協力をいただき、誠にありが

とうございました。

　ここに新春を迎え、いちき串木野市の一層の

躍進を期して参りたいと心を新たにいたして

おります。

　昨年のわが国は、原油等価格高騰やサブプライ

ム住宅ローン問題を背景にした金融市場の混乱に

より景気後退の懸念が急速に広まった年でありま

した。

　国においては、緊急経済対策を講じているところ

でありますが、本市においても、燃油の高騰が基幹

産業である遠洋まぐろ漁業をはじめとした漁業、ハ

ウス農家の経営に深刻な影響を与えたことから国

の緊急経済対策に加えて市単独での対策を行った

ところであります。

　現在も、依然として先行きは不透明なことから、

本市経済の振興及び活性化に向けて、引き続き、

国等へ強く働きかけて参る所存であります。

　一方で、鹿児島県においては、NHK大河ドラマ

「篤姫」放送やねんりんピックの開催等もあって観

光の面では主要観光施設入場者も堅調に推移する

など大きな経済効果をもたらしました。

　本市においては、年間を通した様々なイベントを

開催し、いちき串木野を県内外にPRしております。

　昨年４月にオープンした、いちき串木野パークゴ

ルフ場には、市内外から月平均1,000名を超える

▲いちき串木野パークゴルフ場

方々がプレーに訪れるなど、市民の皆様の健康増

進とともに交流人口の増加が図られているところで

あります。

　私も機会あるごとに本市での各種行事の開催等

について、各所へお願いをしているところであり、

今年７月には私が県の会長を務めている漁港漁場

協会の九州地区大会が本市で開催の予定となりま

したことは、大変喜ばしいことであります。

　また、特集としても掲載しておりますが、今、本

市の新たなまちづくりとして、串木野駅と市来駅の

中間点に新駅を設置するための調査設計を進めて

いるところであります。新駅設置が実現しますと交

通の利便性の向上ばかりでなく、本市にとって大き

な経済波及効果が見込まれることなどから重点事

項として取り組んで参りたいと考えております。そ

の他、かねてより要望しておりました、南九州西回

り自動車道(鹿児島道路)の料金割引につきまして

は、社会実験の段階ではあるものの、昨年11月か

らETC車において実施されており、本市の高速交

通体系を活かした定住促進や企業誘致、港の活用、

産業の振興に弾みがつくものと期待しております。

　現在の社会情勢のもと本市に課せられている課

題は、多岐・多様にわたりますが、今後も、市民の

皆様と行政との協働によるまちづくりを市政運営

の基本として、魅力ある地域社会を創造していき

たいと考えております。

　そのためにも、依然として、極めて厳しい状況に

ある市の財政については、財政健全化計画に基づ

く財政運営を推進し、計画目標の達成に向けて、市

長として自らが先頭に立ち、行財政改革に精力的

に取り組んで参ります。

▲指定管理者調印式

新年のあいさつ
いちき串木野市長　田　畑　誠　一
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　昨年も人件費や物件費を削減するとともに、民

間等の能力を活用しつつ、多様化する市民のニー

ズに、より効果的、効率的に対応するため導入した

指定管理者制度については、国民宿舎等63施設に

おいて管理運営委託を実施しております。　

　また、市民の皆様に大変なご心配をかけており

ます市来一般廃棄物利用エネルギーセンターに係

る補助金等の取扱いにつきましては、広報いちき串

木野12月22日号でご報告申し上げたところであり

ます。

　今後も、安定した財政基盤と持続可能な財政運営

を確保するために努力して参る所存でありますの

で、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

　なお、平成20年度に実施しました事業の成果に

つきましては、年度末の３月に報告することにして

おります。

　平成21年も、これまでの諸施策の成果を踏まえ

つつ、「市民の皆様が主役、ともに築こう、力みな

ぎる、いちき串木野市」をスローガンに、本市の一

体性の確保と住民の視点に立った政策を主眼とし

て、本市の将来都市像である「ひとが輝き文化の

薫る世界に拓かれたまち」を目指し、より一層、市

民の皆様と相互に情報を交換しながら連携し、創

意と工夫を凝らし、市総合計画に基づいた希望の

持てる明日のいちき串木野市のまちづくりのため、

全力を尽くす所存であります。

○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』

　コミュニティー活動の充実、行政改革の推進など

○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、定住促進対策の推進、

高齢者等福祉対策事業の推進、生活環境の整

備、消防・防災施設等の充実、交通安全施設の

整備、教育関連施設の整備、社会体育施設の整備

など

▲大原地区乳幼児学級「アンファン」

○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』

　�企業誘致の推進、食のまちづくり推進、商工業・

観光の振興、農林水産業の振興、ほ場・漁港等

産業基盤の整備など

▲いちき串木野づくし産業まつり~地かえて祭り〜

▲食のまちづくり検討委員会

○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』

新駅設置の推進、街路・市道等の整備、港湾の整

備、河川の整備、市営住宅の整備、区画整理事業に

よる市街地の整備など

　市民の皆様におかれましては、本年も市政に対

しまして、なお一層のご支援とご協力をお願いいた

しますとともに、皆様方のますますのご健勝とご多

幸を祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。

■ ウッドタウン団地（残り 39 区画）
■ 市来小城団地（残り 30 区画）
■ 羽島矢倉団地（残り６区画）
■ 芹ヶ野団地（残り４区画）

分譲団地情報 !
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　市では、JR鹿児島本線の串木野駅・市来駅間（4.6km）の中間点に平成22年３月のダイヤ改正に合わせ

た供用開始を目途に新駅を設置し、市の中央に位置する周辺地域の開発を促進するとともに、都市機能の強

化による利便性の高いまちづくりを進め、地域の活性化を図ることを目指しています。

　現在、具体化に向けて調査設計を進めており、その内容をお知らせします。

新駅設置による効果
◎広域交通利便性の向上
　・周辺の通勤・通学者、周辺地域や市外からの入込客の利便性の向上

　・バリアフリー対応による高齢者・障害者・ベビーカー使用者の利便性の向上

　・川内駅方面の利用客増に伴うダイヤ改正の要望により新幹線利用時の利便性の向上

◎新たなまちづくり
　・有効な定住条件の付加による定住促進、周辺地域の開発促進による地域の活性化

　・駅間距離を２km以上設けることによる既存駅利用者の転移の抑制と新規利用者の開拓

　・既存駅の計画的な整備と鉄道・バス等を含めた交通施策による少子高齢化への対応

　・鉄道への転換に伴う国道の渋滞緩和、CO2 等削減による環境負荷の改善

◎地域の知名度アップ
　・集積している学校施設・医療施設・商業施設等の利用促進

　・周辺の施設や観光資源、イベント等が一体となった地域イメージによる PR効果

◎総合的な経済波及効果
　�・建設投資による効果や周辺開発による遊休地等の利用促進、宅地化に伴う財政への効果

�　・スピード化・増便等のサービス向上の要求による九州新幹線全線開通に伴う経済効果

これまでの経緯
平成��２年���６月� 市議会一般質問で市が設置検討を表明

以降随時� 市が JR九州へ要望

� 鹿児島本線複線化促進期成会を通じ要望

平成��９年から� 鹿児島県鉄道整備促進協議会を通じ要望

平成 14年��８月� 市が JR九州へ要望

平成 16年 10 月� 新市まちづくり計画への位置づけ

平成 18年 12 月� 市総合計画への位置づけ

平成 18年 12 月� 市が JR九州へ要望

平成 19年��６月� 神村学園が市議会へ陳情

平成 20年��２月� 照島地区公民館連絡協議会が市議会へ陳情

　　����������９月� 市議会で陳情が採択（決議可決）

���������������10 月� 調査設計予算が可決、調査開始

　平成20年９月の市議会においては、

陳情採択とともに、新駅設置に関する

決議が採択されました。

　決議の内容は、市財政、設置場所、

構想、費用負担等の問題をはじめ十分

な検討と慎重な対処を求められたもの

で、市としましては、これらについて

十分な検討を行うために、調査設計業

務に着手しました。

駅から始まる   　　　のいちき串木野市〜新たなまちづくりをめざして〜未　来１km

串木野駅 市 来 駅

新駅設置構想について
１km

１km
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新駅設置位置 費　用　負　担
　利用者の利便性、市の負担が少ない簡素な駅と

すること、JRとしての駅設置の適正等を基準に６

箇所について調査・検討を行いました。

　既存駅との適正距離、ホームと駅前広場の高低

差、国道３号とのアクセス、補償造成などの事業費

の経済性、駅前広場用地の確保等について総合的

に比較した結果、みその食堂に隣接する空き地が

駅前広場の建設に最も適しており、鉄道施設につ

いても、JRからホーム等の建設に適しているとの

回答を得ています。

◎鉄道施設
　�１面１線、屋根付ホーム（延長120m幅４m）、

　自動券売機、ベンチ等

◎都市施設
　駅前広場、駐車帯、駐輪場、公衆便所、待合室、

　通路及びバリアフリー設備（エレベーター等）

新駅整備の概要

◎ホーム等の鉄道施設（約１億４千万）
　�JR九州が施工し、費用については神村学園が負

担の意思を持っておられます。

　　※事業費は現時点での概算です。

◎駅前広場等の都市施設（調査中）
　市が費用を負担し整備

　　※�整備にあたっては合併特例交付金（100%県

補助）、合併特例債（実質的な市の負担は

33.5%で返済期間は10〜15年）を活用し、市

の財政に極力影響がないように配慮します。

　新駅設置は、まちの発展に弾みをつける、まさしく将来のまちづくりのための投資と考えております。

　市民の皆様もどうか新しいページを開けるようJR新駅設置事業にご理解とご協力をお願いいたします。

駅前広場計画図
※レイアウトは現

時点での計画で、

多少変更する場合

があります。

新駅設置予定地

みその食堂

こだわり　とんかつ
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「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、健康増進センターの保健師が、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
なたの禁煙をお手伝いします。
　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
　第1回目　１月29日（木）13：30~
　　　　　（串木野健康増進センター）
　　　　　・尿中ニコチン濃度の検査
　　　　　・禁煙プログラムの作成
　第2回目以降　担当保健師による電話・面接での個別支援
●申込み　先着10名
（いちき串木野市在住で、40歳~64歳までの方）
　�１月20日（火）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。

　本市では、平成19年度に「一人ひとりが幸せを実
感できる社会づくりを目指して、男女共同参画基本計
画」を策定しました。その計画の基本目標の「男女共
同参画に関する理解を深め、定着させるために、あら
ゆる分野における教育・学習をすすめます」の中の具
体的施策として、「幼児教育・学校教育における男女
共同平等教育の推進」を揚げ、性別に基づく固定的な
役割分担意識にとらわれず、人権尊重を基盤にした男
女平等観の形成を促進するための幼児教育・学校教育
を推進する事業の1つとして「メディア・リテラ
シー」向上のための講座を実施します。
　多数のご参加をお待ちしております。

※メディア・リテラシー講座とは、放送分野における
メディアを主体的に読み解く能力をつける講座です。

●日　時　２月７日（土）�13：30~15：30
●場　所　串木野高齢者福祉センター�集会室
●定　員　50名程度
●締切り　１月30日（金）
●申込み　�企画課男女共同参画係(☎33-5672)まで電

話で住所・氏名・年齢・電話番号等をお知
らせください。また、託児を希望される方
は、申込みの際にお知らせください。

おしらせ版おしらせ版
保健・募集・催し 　特定健康診査について、いちき串木野市の国民健康

保険に加入されている40歳以上の対象の方に受診券
を送付しておりますが、平成20年11月30日までの有
効期限を平成21年１月31日までに延長することにな
りました。
　健康診査を受診されていない方につきましては、次
の指定医療機関に予約をして受診してください。
　受診券を紛失された方は、健康増進課保険給付係で
再交付を受けてください。
　

　市来若者隊主催のバレンタインイベントです。
　バレンタインデーに、ペットボトルで作成したキャン
ドルで橋を巨大なイルミネーションに変身させます。
（当日は生演奏等も予定しています。）
　また、出会いイベントとして「愛魂(アイコン)」も開
催します。詳しい内容はお問い合せください。また、
ホームページからもご覧いただけます。
【ラブリッジ】
●日　　時　２月14日（土）18：00~21：00
●会　　場　いちき串木野市湊町の日ノ出橋
　　　　　　※ラブリッジの参加は自由です。
【愛魂(アイコン)】
●日　　時　2月14日(土)10：00~21：30
●対　　象　独身で20歳以上の男女
　　　　　　　(※定員各15名まで)
●募集期間　1月31日(土)まで
●問合せ先　市来若者隊�有村☎090-9491-5291
●ホームページ
�����http://www.bunise.com/wakamonotai.htm

〜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（☎ 33 − 3450）

〜『メディア・リテラシー講座生』募集〜

企画課（☎ 33 − 5672）

「ラブリッジ�009~市来の灯」・
「愛(アイ)魂(コン)」の開催について

社会教育課（☎ 21 − 5128）

メタボ健診を受診しましょう

健康増進課（☎33−5613）・健康福祉課（☎21−5120）

医療機関名 電話番号

市来内科 ３６−５０００

えんでん内科クリニック ３２−７０００

金子病院 ３３−００１１

京町内科・脳神経クリニック ３２−２８５５

串木野内科・循環器科 ３３−２２１１

久米クリニック ３２−７６６３

第二有川病院 ３２−３３２９

知花内科 ３２−８１５１

新山内科医院 ３６−２２５５

野辺ひふ科クリニック ３３−０２５０

花牟禮病院 ３２−３２８１

春田リハビリテーション病院 ３２−２２００

冨宿医院 ３２−３０２４

ふくもと整形外科・内科クリニック ３２−４１４５

藤井クリニック ３２−８０００

牧野医院 ３５−００１７

まきのせ泌尿器科 ３３−０１２２

松尾医院 ３２−５１５５

丸田病院 ３２−２２６３

和田外科医院 ３２−４１８５

●年に 1 回、健診を受けましょう !
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　いちき串木野市国際交流協会は、国際性豊かな人材

育成を目的に各種国際交流事業を行っております。

　今回、異文化体験によって国際感覚を磨く国際交流

活動への理解を深めていただく機会として、国際理解

講座を開催します。

　言葉や文化の違いを越えて国際交流に取り組んだ派

遣生の貴重な体験に耳を傾けてみませんか。

　皆様の多数のご参加をお願いします。

●日　時　１月18日（日）13：00~14：00

●場　所　勤労青少年ホーム(ホーム祭会場内)

●内　容

　①�サリナス派遣中高校生報告
　　�姉妹都市サリナス市で2週間のホームステイを体

験した派遣生の報告

　②青年海外協力隊報告�
　　�平成18年から2年間、北アフリカのモロッコで小

学校教諭として活動された宮之原理恵子さん(市

口)の活動報告

●問合せ��いちき串木野市国際交流協会事務局へ

　　　　　　(いちき串木野市企画課国際交流係内)

　日本に留学している大学生等が、鹿児島や宮崎の家

庭で、２週間ホームステイする「第28回からいも交

流・春」が開催されます。

　いちき串木野市国際交流協会では、受入を希望する

ご家庭を下記の要領で募集します。

　日本語をある程度話せる留学生です。

　皆様のご応募をお待ちしております。

●滞在時期　平成21年３月15日（日）〜3月29日（日）

●申込期限　１月23日（金）

●申込方法　�協会事務局に準備してある参加申込用紙

に、必要事項をご記入ください。

●費用助成　�いちき串木野市国際交流協会から予算の

範囲内で１万円以内を助成

●問 合 せ　いちき串木野市国際交流協会事務局へ

�　　　　����(いちき串木野市企画課国際交流係内)

　学校給食は、児童・生徒の心身の発達や望ましい食

習慣の形成を大きな目標にしています。

　この学校給食展は、学校給食の献立や資料の展示等

を行うことにより、家庭を中心とした地域社会の学校

給食への理解と関心を深め、食生活の見直し改善等に

役立てようとするものです。

●日　時　１月24日（土）9：30~16：00�

●場　所　だいわ串木野店

●テーマ�「健康は、子どもの頃の食事から」

　若者たちが勤労青少年ホームでの講座等で学習した

日頃の成果を展示・実演等で発表するホーム祭を開催

します。

　市民の皆様の多数のご来場をお待ちしています。

●日　時　１月18日（日）10：00~15：00

●場　所　勤労青少年ホーム

　　　　　(南九州自動車道串木野インターチェンジ横)

●入場料��無料

●内　容

　・ホーム講座の紹介

　　　�お茶会・喫茶（珈琲&お菓子）・活動写真展示

（文系活動）・エアロビクスの実演&体験・バ

ドミントンの実演&体験

　　　�（珈琲の試飲、お菓子の試食、お茶会の無料体

験、料理講座による豚汁の振る舞いがありま

す。バドミントン、エアロビクスを体験される

方はシューズをご持参ください。）

　・同時開催

　　　�国際理解講座「青年海外協力隊・サリナス派遣

中高生による体験報告会」

●問合せ　勤労青少年ホーム(☎32-8770)

●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。

●受講料　無料(ただし、材料費実費負担)

●申込み　�１月20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。

※�申し込みが著しく少ない講座は開講しない場合があ

ります。

ホーム祭の開催

商工観光課（☎ 33 − 5638）

国際理解講座を開催します

企画課（☎ 33 − 5628）

第 �8 回からいも交流・春　 受入家庭募集

企画課（☎ 33 − 5628）

働く女性の家
いきいき女性講座受講生募集

働く女性の家（☎ 32 − 7130）

〈自主グループ生募集〉

体操・ヨガ・フラメンコ・フラダンス・書道・ペン習字・

パッチワーク・和裁・手描き友禅・ちぎり絵・袋物・

華道・押し花・水墨画・絵手紙・切り絵

いちき串木野市「学校給食展」を開催

学校給食センター（☎33−0239）・（☎36−2142）

講 座 名 期 日・ 時 間 定 員 内 容

リ フ レ ク
ソ ロ ジ ー

1/24・1/31

（ 土 曜 日 )

10:00~12:00

20 名

足の裏を刺激し
て病気の原因で
ある自律神経系
やホルモン系の
調整をします。

手　作　り
アクセサリー

2/13(金曜日)

14:00~16:00
10 名

紐使いのネッ
クレス・携帯
ス ト ラ ッ プ
を 作 り ま す。
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　市民の健康づくりをみんなで考える機会として、

「健康なまちづくりフォーラム」を次のとおり開催し

ます。

　どなたでも参加できますので、市民の皆様の多数の

参加をお願いいたします。

●期　日　１月24日（土）

●場　所　いちきアクアホール

●時　間　13：30~16：00（受付13：00〜）

●内　容�

　１.　講演�「メタボ予防塾~体脂肪が気になり始めたら〜」

　　　　講師　鹿児島大学医学部・歯学部附属病院

　　　　　　　血液・内分泌・糖尿病センター

　　　　　　　糖尿病・内分泌内科

　　　　　　　医師　出口　尚寿　先生

　２.　事例発表「地域における健康づくりの取り組み」

　誰でも気軽にできるスポーツを通して、体力づく

り・仲間づくりを行いませんか。

●募集対象　�市内に居住する小学生2年生から4年生

　　　　　　(保護者の承諾が必要です。)

●期　　間　1月24日〜3月14日　計5回

●時　　間　13：30〜15：30

●場　　所　B&G海洋センター体育館

●募集定員　30名（定員になり次第、締切）

●参  加  料　スポーツ保険500円

●活動内容　ニュースポーツ等

●申込方法　�1月22日(木)まで（期日厳守）にB&G海

洋センター体育館及び市民スポーツ課へ

●問  合  せ　市民スポーツ課(☎21‐5129)

　

　甑島航路に就航している「高速船シーホーク」が検

査のためドッグに入ります。

　それに伴い、ダイヤが変更になりますのでお知らせ

いたします。なお詳しくは、甑島商船㈱にお問合せく

ださい。

●高速船シーホーク・・・・・全便運休

　１月８日（木）〜２月６日（金）��30日間

●フェリーニューこしき・・・通常ダイヤで運行

　※『フェリーニューこしき』は2月に検査のため　

　　�ドッグ入りの予定です。

●問合せ先　甑島商船㈱　☎32-6458

「健康なまちづくりフォーラム」を開催

串木野健康増進センター（☎33−3450）・健康福祉課（☎21−5118）

B&G 少年少女スポーツ教室参加者の募集

B&G 海洋センター（☎ 32 − 8994）

そ の 他

甑島航路 ( 高速船シーホーク ) ダイヤの変更について

商工観光課（☎ 33 − 5638）

ねんきん広報だより

月 実施日 年金相談受付時間

1 月

10 日（土）
月・火曜日��8:30 〜 19:00
土　曜　日��9:30 〜 16:00
その他の平日��8:30 〜 17:15

13 日（火）

19日（月）

26日（月）

【1月の年金相談に関するお知らせ】

　川内社会保険事務所では、次の日程で年金相談窓

口の時間延長及び休日開庁を実施します。ぜひこの

機会にご自身の年金についてご相談ください。

【年金時効特例法について】

　年金記録の訂正による年金額の増額分は、時効に

より消滅した分を含めて、ご本人または、遺族の方

へ全額をお支払いします。

　平成19年の年金時効特例法成立前は、年金記録が

訂正された結果、年金額が増額した場合でも、消滅

時効により直近の５年間分の年金に限ってお支払い

していました。しかし現在では、同法成立により５

年を越える期間についても、さかのぼってお支払い

します。

《対象となるのは次の方です》

①�　既に年金記録が訂正された方で、年金額が増えた方
②�　既に年金記録が訂正された方で、年金の受給資
格が確認され、新たに年金をお支払いすることと

なった方

③�　①や②に該当する方が、亡くなられている場合
には、そのご遺族の方

④�　今後、年金記録が訂正される方で、上記①〜③
と同じように年金額が増える方

※�詳しいことは、川内社会保険事務所(☎22-5276)
までお問い合わせください。

タイ国青年・ホームステイ
受入家庭募集

企画課 (☎ 33‐5628)

� �（財）鹿児島県青年会館�艸舎（そうしゃ）では

JICAが行う「青年研修実施計画」を受けて、タイ

国の20〜30代青年16名（男性６名・女性10名）が

１月22日から２月３日まで鹿児島県に滞在し、日

本文化体験や家庭生活体験を行うプログラムを実

施します。

　期間中、下記の要領でホームステイの受入れを

してくださるご家庭を募集します。タイ国青年との

交流・異文化体験の素晴らしい機会として皆様の

ご協力をお願い申し上げます。

●滞在時期��１月30日（金）〜２月１日（日）

　　　　　�（２泊３日）

●申込期限��１月13日（火）

●申込・問合せ���（財）鹿児島県青年会館　艸舎(そうしゃ)

　　　　　　☎099−218−1225
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　●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　　　　　　　　　　●串木野地域出張申告受付

　

　●税務署所得税確定申告受付

所得税確定申告、市県民税・国民健康保険税・介護保険料・長寿(後期高齢者)医療保険料の
申告受付 　２月1�日（月）〜３月1�日（月）

税務課（☎ 33 − 5616）

※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。

第８号
● 事例の電気温水器は「CO2 冷却ヒート

ポンプ給湯器」（愛称 : エコキュート）
で「環境にやさしい」という理由で最
近注目を浴びている商品です。国の補
助制度があり、平成 20 年度は家庭用
で 42,000 円が支給されます。先着順
の申し込み制です。

● 省エネ志向に便乗し「光熱水費が安く
なった分で支払いが可能」などと勧誘
したり、「補助金の定員がいっぱいに
なる」と契約を急がせたりするケース
が多くなっています。契約金額が 100
万円を超えることもあるので、周囲と
相談するなど、契約前に慎重に検討す
ることが大切です。

● ご心配な点がありましたら、消費生活
相談窓口にご相談ください。

　　☎ 33-5638（市役所商工観光課内）

ひとこと助言

日 時 場　　　所

2月3日（火） 9:30 〜 16:00 冠岳コミュニティセンター
生福コミュニティセンター

2月4日（水） 9:30 〜 16:00 旭コミュニティセンター
荒川コミュニティセンター

2月5日（木） 9:30 〜 16:00 羽島コミュニティセンター

2月6日（金）
9:30 〜 16:00 羽島コミュニティセンター

13:30〜15:30 土川コミュニティセンター

日 時 対 象 地 区 場 所

1月27日（火）

�9:00 〜 12:00

13:00 〜 16:00

冠岳、生福、上名、
大原

串木野庁舎
地下大会議室1月28日（水） 本浦、照島

1月29日（木） 中央、野平、旭、
荒川、羽島、土川

1月30日（金） 市来地域全域 市 来 庁 舎
３階会議室

日 時 対 象 地 区 場 所

2月17日（火）

�9:00 〜 12:00

13:00 〜 16:00

野平、照島、旭

串木野庁舎
地下大会議室

2月18日（水） 冠岳、中央、本浦

2月19日（木） 生福、上名、大原

2月20日（金） 荒川、羽島、土川、
市来地域全域

※市来地域の出張申告受付の日程については、
　申告書の配付時に日程表を同封します。����������������������
���������������������������������������������������
※平成 21年度の市県民税等申告書は、１月
　20日に発送します。����
��������������������
※国民健康保険税及び介護保険料・長寿（後期
　高齢者）医療保険料の納入証明書は、社会
　保険料控除証明書として、市県民税等申告
　書の封筒にハガキを同封します。
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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

発  行：いちき串木野市役所  企画課
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(TEL) 099�-��-�111  (FAX) 099�-��-�1��

■平成 21年　行事予定……………………………………

1 月

成人式（３日）

消防出初式（４日）

第11回元気な街づくりウオーキング大会�(18日)

学校給食展�(24日)

健康なまちづくりフォーラム(24日)

2 月
市生涯学習大会(22日)

ガウンガウン祭り(22日)

3 月

春季火災予防運動週間�(１〜７日)

太郎太郎祭り(１日)

第13回徐福ロマンロードウオーキング大会�(１日)

びょうびょう祭り(中旬)

4 月

桜祭り(5日)

第18回串木野まぐろフェスティバル�(25〜26日)

徐福花冠祭�(上旬)

串木野浜競馬大会�(中旬)

黎明祭(中旬)

第19回さのさゲートボール大会�(下旬)

5 月

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22回B&G杯女性ミニバレーボール大会�(下旬)

第2回いちき観音ヶ池ウオーキング大会�(下旬)

6 月

7 月

県民体育大会選考会（５日・12日）

串木野さのさ祭り（26日)

海の日海岸クリーン作戦（中旬）

「海の日」マリンスポーツ大会（中旬）

長崎鼻海水プール開き（中旬）

祇園祭（下旬)

サマーフェスタin市来（下旬)

サリナス市高校生受入事業（下旬)

第4回市小学校水泳記録会（下旬)

8 月

七夕踊（9日)

戦没者追悼式（15日)

川上踊（30日)

アートフェスタin市来（中旬）

市畜産品評会（下旬)

9 月

虫追踊（23日）

第2回いちき串木野市消防団規律訓練大会(上旬)

敬老訪問�(中旬)

すこやかおせんしのスポーツ大会(下旬)

農業委員会委員選挙

10 月

第4回市民体育大会�(11日)

県石油コンビナート等総合防災訓練�(上旬)

第5回市小学校陸上記録会�(中旬)

第32回B&G杯少年剣道練成大会�(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~

花火大会

11 月

市文化祭�(1~3日)

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)

市子ども会大会�(中旬)

元気いきいきフェスタ2009�(保健福祉大会)(中旬)

第14回B&G杯少年柔道練成大会�(中旬)

第4回市地区対抗駅伝競走大会�(下旬)

市長・市議会議員選挙

12 月

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12回れいめいウオーク羽島・土川大会�(上旬)

第22回B&G杯公民館対抗ミニバレーボール大会�(上旬)

※日程等は、変更になる場合があります。

▲デイサービス利用者の方の手作り干支（丑）


