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今月号の主な内容
● 平成25年度を振り返って
 P.２～P.５
● 平成26年度スポーツカレンダー
 　　P.６～P.７
●  消費税引き上げによる使用料等

の見直し　　 P.８
● 市役所の組織機構が変わります
 　P.９
●  消費生活行政の取り組みについ

て　 P.10
● 春です　学んでキャリアアップ！
 P.14～P.17
● まちの話題　　 P.21～P.24
● おしらせ版　 　P.25～P.29
● かわいい天使たち　 　P.30

徐福ロマンロードウォーキング大会（3月2日）
仙人橋にて
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平成25年度を振り返って
　昨年4月から、地域や市民の皆様の頑張っている姿を中心に市の取組や市政情報などを、広報紙で市
民の皆様にお伝えしてきましたが、平成 25 年度も残すところあとわずかという時期になりましたので、
今年度に市であったことを写真とともに振り返ってみたいと思います。

　８つの蔵元がある本市は県内でも有数の焼
酎の産地です。この焼酎で乾杯する習慣を広
め、焼酎文化を市民・事業所・市で理解継承
していこうと全国で初めて制定されました。

　「薩州串木野まぐろ」ブランドロゴマーク
が発表されたのをはじめ、遠洋まぐろはえ縄
漁船が9年ぶりに建造されたり、昨年12月12
日にはまぐろ専門料理店や物産館が入った
「薩摩串木野まぐろの館」がオープンするな
ど、まぐろのまち復活に向けた取り組みが進
んだ年度でした。また、市も昨年4月にまぐ
ろ水揚げ奨励制度を設けるなど、これらの取
り組みを後押しするための施策を展開しまし
た。

　生福地区に、バスケットコー
ト３面も取れる広いアリーナを
備えた待望の総合体育館が10月
20日にオープンし、多目的グラ
ウンドや庭球場などとあわせた
総合運動公園の整備が終わりま
した。
　完成した総合体育館は広いア
リーナだけでなくトレーニング
ルームや会議室も備え、すでに
多くの市民に利用されているだ
けでなく、実業団やプロの試合
も開催され、迫力ある試合を間
近で見ることができるようにな
りました。
　また、串木野インターに近い
ということもあり、大会などの
開催に便利と評判は上々です。

「焼酎で乾杯」条例制定

総合体育館完成

まぐろのまち復活へ前進

平成25年度いちき串木野市ニュース　 トップ5
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　平成25年9月議会から市のホームページで
本会議の様子を見ることができるようになり
ました。生中継だけでなく録画中継も用意さ
れています。
　また議会開会中は串木野庁舎と市来庁舎の
ロビーのテレビでも本会議の様子を生中継で
見ることができ、議会を身近に感じられるよ
うになることが期待されます。

　今年から今までのさのさ大使に代わり観光
大使制度を設けました。観光大使第１号は歌
手の鳥羽一郎さんで、まぐろフェスティバル
で任命式を行いました。
　現在いちき串木野市に縁のある方20名に観
光大使をお引き受けいただいており、皆様の
日々のご活動の中で市をPRいただいていま
す。

議会中継始まる

観光大使決まる

「EATde健康メニュー」飲食店向け説明会
4
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　「食のまち」づくりを推し進めるため、専属の課
を設置しました。糖尿病患者でも安心して外食がで
きるよう、市内飲食店などで塩分やカロリーを控え
た料理「E

い い と
ATd

で
e健康メニュー」の開発に取り組む

など、成果を上げています。
　また、「まちづくり防災課」も新設されました。

4月 「食のまち推進課」新設（１日）

5月 冠岳アートフェス　タ（3日）

　地元の方が中心となった実行委員会が、冠岳地区
の恵まれた自然と歴史に「アート」のスパイスを加
えた初のイベントを開催しました。新緑の中で野

の

点
だて

や琴の演奏、各種作品の展示などがあり、実に来場
者の7割が市外からのお客様。文化の力を感じたイ
ベントとなりました。

8日
11日
13日
14日
28日

特認校児童出発式
市転入教職員研修会
徐福花冠祭（～ 14日）
第56回串木野浜競馬大会
第22回串木野まぐろフェスティバル（～29日）

14日
18日
2６日

「まちなかサロン」オープン
荒川ほたるでナイト（～ 19日）
いちきウオーキング大会

24日
27日

がるどんのだご流し
乾杯条例制定

6月

▲市のホームページ録画中継画面

▲第１号観光大使の鳥羽一郎さん
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　かつてにぎ
わった「浜ん馬
場」に再び活気
を！と、商店街
の若手店主など
５人が中心とな
り、初めて開催。
新鮮な野菜など

が早朝から並び、訪れた人々の笑顔で「浜ん馬場」
があふれました。朝市は12月29日にも開催。正月用
品なども並び、多くの人々が訪れました。

9月 集団災害事故救急訓練（６日）

　車両事故により多数の負傷者が出たという想定
で、消防本部や市医師会の連携による訓練を実施。
ほかにも消防団の規律訓練大会や事業所の自衛消防
隊の対抗防火大会、救急救命講習会などを通して、
市民の皆様と共に安全なまちづくりに努めています。

１日

5日
10日
11日～
13日
1６日
20日
22日
25日
2６日

28日

まぐろのまちスタンプラリー ｉｎ いちき串木野
（～ 11月30日）
第８回青少年のための科学の祭典
「まぐろの日」キャンペーン
12日　県原子力総合防災訓練
市民体育大会
第９回市小学校陸上記録会
総合体育館開場記念式典
第２回市英語暗唱・スピーチ大会
ふる里の海づくり事業（マダイ放流）
いちき串木野づくし産業まつり～地かえて祭
り～・ 鹿児島うんまかもんグランプリ2013 
ｉｎ いちき串木野（～ 27日）
串木野花火大会
第８回自衛消防隊対抗防火大会

4日

8日

22日

台風で串木野小学校のケヤキの巨木倒れる ▲
神崎水産㈱第七十八幸栄丸出港式
第３回いちき串木野市消防団規律訓練大会
アートフェスタｉｎいちき
鹿児島弁検定
虫追踊

10月

7月 薩摩藩英国留学生記念館起工式（１日）

8月 浜ん馬場ん朝市（24日）

　今年7月20日に羽島地区にオープンする「薩摩藩
英国留学生記念館」の工事の安全を祈願して行われ
ました。また、地域でも、地元の方が飲食店や民泊
施設を開業するなど、おもてなしの準備が進んでい
ます。

９日
13日
15日
20日
23日
24日
25日

ハウスミカン鋏み入れ式
第43回串木野さのさ祭り（～ 14日）
海の日海岸クリーン作戦
長崎鼻海水プール開き
市中学校英語力向上夏季セミナー（～ 24日）
巨峰観光農園鋏み入れ式
第８回市小学校水泳記録会
自主文化事業「おとどけコンサートｉｎいちき
串木野　東京メトロポリタン・ブラス・クイ
ンテット」

2日
3日
4日
6日
10日
11日
15日
18日
20日
25日

2６日

市教育講演会
祇園祭・サマーフェスタｉｎ市来
県小学校相撲選手権大会
市子どもサミット
冠岳せせらぎフェスタ
七夕踊
戦没者追悼式
羽島南方神社太鼓踊
市採集植物等標本名付会
マリンビーチフェスタ
川上踊
災害時における廃棄物処理等の協力に関する協定
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　平成26年は午年。
毎年春に行われる
浜競馬を年賀状の
素材として、市の
ホームページに掲
載し、無料で提供
しました。今年の
浜競馬は4月13日

に開催です。

　継承者に悩む
伝統芸能も多い
中、七夕踊保存
会では、多くの
人に七夕踊を
知ってほしいと
初めて写真コン
テストを開催
し、初代大賞に、

市内在住の樋ノ口亮さんの作品「虎が来っどぉー」
が輝きました。樋ノ口さん自身も踊りに参加してお
り、七夕踊の合間に撮影されたそうです。

　春の豊作を願
うお祭りです。
野元の深田神社
で３月2日に行
われました。
　田植えの様子
を「テチョ」と
呼ばれるお父さ
ん役に太郎・次

郎、牛が加わりユーモラスな寸劇が繰り広げられま
す。そこに子ども達が加わり、木のくわのような棒
で、テチョの足を引っ掛け倒そうとするので観客は
大笑いです。テチョが倒れるとその年は豊作と言わ
れています。

　新たなまぐろの街の
魅力が一つ増えまし
た。１階物産館ではま
ぐろを購入できます。

　新消防ポンプ自動車
「さちかぜ号」が納車
され、羽島分団への交
付式が行われました。

11月 文化祭（１日～４日）

浜競馬の年賀状素材（1日）

「さちかぜ号」羽島分団へ交付（19日）

2月

3月 ガウンガウン祭（２日）

13日

13日
23日
24日
2６日

第３代いちき串木野市長に田畑誠一氏就任
　11月10日に行われた市長選挙で田畑誠一氏が
当選。今後4年の市政のかじ取りを担うこととな
りました。また、議会議員選挙もあわせて行われ、
新人３名を含む18名が当選されました。
市小・中学校音楽発表会
かんむりだけ山市物産展
市地区対抗駅伝競走大会
元気いきいきフェスタ2013（保健福祉大会）

2日

９日
10日
11日

1６日

28日

いちき串木野ポンカン祭り
荒川地区文化祭
音楽のつどい
いちき串木野観光農園連絡会発足式
JCかるたとり大会
てぃーたいむとーく
串木野駅・市来駅開業100周年記念イベント・
串木野駅バリアフリー化事業完成記念イベント
濵田酒造㈱立地協定
　西薩中核工業団地に工場を構える濵田酒造㈱
が隣接地に工場を増設するため、市と立地協定
を結びました。市が購入した工業団地を賃貸に
より貸し出すもので、新工場の操業開始は平成
26年11月、新規に11名を雇用予定です。

2日
8日
９日
1６日

20日
30日

徐福ロマンロードウオーキング大会
ボランティアフェスタ
太郎太郎祭
第３回薩摩街道歴史探索ウオーキング大会
濵﨑シェフと地元料理店主による料理教室
高速船シーホーク運行終了
第12回さくら祭り

12月 薩摩串木野まぐろの館オープン（12日）

1月

１日
8日

９日
1６日
22日
28日
29日

いちき串木野市ふれあいフェスタ
お宝発見☆いちき串木野検定
れいめいウォーク羽島・土川大会
年末年始特別警戒及び安心安全運動出発式
観光いちご農園開園式
チルドレンフェスティバル
消防団年末夜警（～ 29日）
浜ん馬場ん朝市

3日
5日
11日
12日
15日

18日
19日
22日
24日

28日

市成人式
平成26年消防出初式
自主文化事業「ダ・カーポふれあいコンサート」
濵﨑シェフと地元料理店主による料理教室
第30回国民文化祭応援車
　平成27年秋に開催される第30回国民文化祭・
かごしま2015のPRカーが来庁しました。本市
では、「薩摩藩英国留学生フェスティバル」や「食
の祭典」「金山の歴史」の３つが開催されます。
鹿児島地域植樹祭
元気な街づくりウオーキング大会
㈲かねやまとの包括的連携協定
プリマハム㈱西日本ベス　トパッカー㈱立地協定
　精肉加工などを行う、食肉加工センターを現
在の敷地内に新設するため、市と立地協定を結
びました。平成27年4月に完成し、35名程度雇
用予定です。
薩州薩摩蔵出し式
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平成26年度いちき串木野市スポーツカレンダー
～人が輝き　文化の薫る　世界に拓かれたまち～

月 日 曜 大　　会　　（ 行　　事 ）　　名 会  場

【市社会体育関連】

4

6 日
第17回市来さくら祭りねんりんピック弓道大会 市来弓道場
少年サッカー南薩地区リーグ戦 多Ｇ
第28回串木野テニスダブルス大会（13日） 市庭球場

13 日 第38回ＭＢＣママさんバレーボール大会 市来体育館
14 月 市ゲートボール協会春季大会 秀栄ドーム
20 日 南日本カップ社会人サッカーリーグ 多Ｇ
27 日 市内ソフトボール少年団新人戦 市来運動場

5

3 土 読売旗ソフトボール大会 多Ｇ

11 日

第69回春季職域ソフトボール大会 多Ｇ・市来運動場
第27回B＆G杯女性ミニバレーボール大会 串体セ・BG
第27回照島地区グラウンド・ゴルフ大会 長ソ場
第38回市内ソフトテニス大会（18日） 市庭球場
第45回全国家庭婦人バレーボール大会地区予選 市来体育館

15 木 地区グラウンドゴルフレディース大会（16日） 多G
17 土 第15回市合気道会演武大会 串中武道館
18 日 第2回中央地区まち協グラウンド・ゴルフ大会 多G
19 月 第45回公民館対抗ベストメンバーバレーボール大会(～24日) 市来体育館
21 水 すこやかおせんしのグラウンド･ゴルフ大会(福祉課：22日) 多Ｇ
25 日 第9回市長旗争奪軟式野球大会（6/8） 多G

第7回いちきウオーキング大会 市来地域
31 土 第9回市陸上選手権大会 多G
下旬 第24回さのさゲートボール鹿児島県大会 多Ｇ
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1 日 第15回生福地区グラウンドゴルフ大会 多G
7 土 市春季親善交流グラウンドゴルフ大会（14日） 多G

15 日
第27回夏季九州選手権南部連盟予選大会（22日・29日） 多G
第12回橘塾６人制バレーボール大会 市来体育館
第1回中央地区まち協バレーボール大会 Ｂ＆Ｇ

16 月 第37回市ゲートボール選手権大会 秀栄ドーム
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6 日 地区県民体育大会選考会(ソフトボール)（13日・20日） 多Ｇ
地区県民体育大会選考会(相撲) 國岩道場

13 日 第34回地区家庭婦人バレーボール親睦大会 市来体育館
B&Gチャレンジレスキュー2014 市民プール

21 月 海の日サーフィン体験教室 照島海岸
25 金 第34回生福地区公民館対抗ナイターソフトボール大会（～26日） 多G
27 日 南日本カップ社会人サッカーリーグ 多G

第９回市水泳選手権大会 串西中プ
30 水 第17回「海の日」B＆Gマリンスポーツ大会 B＆G・艇庫
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3 日 第62回照島地区小中学生球技大会 串体セ他
10 日 第42回県小学生相撲選手権大会 相撲競技場

第８回市柔道大会（中学生の部） B＆G
18 月 第30回市長旗争奪ナイターソフトボール大会(～29日) 多G
23 土 第27回全九州鹿児島硬式野球大会（～25日） 多G

第22回ナイター陸上 串西中
24 日 第22回若鷲旗争奪ソフトボール大会 多G
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7 日

第8回会長旗争奪軟式野球大会（21日） 多G
第14回ソフトミニバレーボール総合選手権大会 串体セ・市来体
第7回Ｂ＆Ｇ杯パークゴルフ場 ＰＧ場
第28回照島地区グラウンドゴルフ大会 長ソ場
第9回市剣道選手権大会 串小体育館

13 土 第7回市長杯パークゴルフ大会 ＰＧ場

14 日
第31回宮之原杯中学校新人ソフトテニス大会（15日） 市庭球場
第9回市民ゴルフ大会 未定
第27回フレッシュリーグ・ジュニア大会（～15日） 多G

月 日 曜 大　　会　　（ 行　　事 ）　　名 会  場
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21 日 第9回本浦地区公民館対抗グラウンドゴルフ大会（10/19） 長ソ場
23 火 第35回公民館対抗壮年バレーボール大会(～27日) 市来体育館
25 木 すこやかおせんしのスポーツ大会（福祉課：26日） 多G
28 日 第62回串木野弓道大会 串弓道場

南日本カップ社会人サッカーリーグ 多G
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12 日 第9回市民体育大会 多G
15 水 第10回市小学校陸上記録会（16日） 多G
19 日 第27回硬式少年野球秋季九州選手権南部地区連盟予選大会(11/2) 多G

日置地区ソフトボール選抜大会（25日） 市来運動場
23 水 市秋季親善グラウンドゴルフ大会（24日） 多G
25 土 第37回Ｂ＆Ｇ杯少年剣道錬成大会 B＆G

26 日

第19回混成バレーボール大会 市来体育館
身体障害者協会運動会 串体セ
第6回照島地区パークゴルフ大会（午前） ＰＧ場
第2回中央地区まち協パークゴルフ大会（午後） ＰＧ場
第8回連盟旗争奪軟式野球大会 多G
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2 日 第19回Ｂ＆Ｇ杯少年柔道錬成大会 B＆G
3 月 第5回汐見旗争奪ソフトボール大会 多G
8 土 第27回硬式野球中学１年生大会 多G

9 日
第34回秋季職域ソフトボール大会 多G
第40回シーサイドソフトテニス大会（16日） 市庭球場
第13回橘塾６人制バレーボール大会 市来体育館
第29回照島地区グラウンドゴルフ大会 長ソ場

16 日 第23回硬式少年野球焼肉なべしま杯大会（23日・24日） 多G
第7回さのさ銃剣道大会 市来武道館

17 月 市ゲートボール協会秋季大会 秀栄ドーム

30 日
第9回市地区対抗駅伝競走大会 新港周辺
市内ソフトボール少年団秋季大会 市来運動場
少年サッカー南薩地区リーグ戦 多Ｇ

12
7 日

第39回400歳ソフトボール大会 多Ｇ・市来運動場
第17回れいめいウオーク羽島・土川大会 羽島地区
第27回Ｂ＆Ｇ杯公民館対抗ミニバレーボール大会 Ｂ＆Ｇ

14 日 第9回市ロードレース大会 新港周辺
南日本カップ社会人サッカーリーグ 多Ｇ

1
4 日 第3回新春ソフトテニス打ち初め大会 市庭球場
18 日 第20回いちき串木野市サッカー選手権大会（2/15） 多Ｇ

第17回元気な街づくりウオーキング大会 野平・荒川
25 日 少年サッカー南薩地区リーグ戦 多Ｇ

2

1 日 第8回市柔道大会（小学生の部） Ｂ＆Ｇ
8 日 日置地区ソフトボールスポーツ少年団連絡協議会送別大会（28日） 多G

15 日
第10回市さわやかボウリング大会 サンゲーム
第28回市内家庭婦人バレーボール大会 串体セ
第62回県下一周市郡対抗駅伝競走大会（本市通過） 国道３号線

22 日
第28回春季九州選手権南部連盟予選大会（～3/1） 多G
市陸上少年団交流大会 生冠中学校
市内ソフトボール少年団送別大会 市来運動場

3

1 日 第19回徐福ロマンロードウオーキング大会 冠岳・生福
7 土 第30回串木野さのさ杯4年生以下サッカー大会（～8日） 多Ｇ・市来運動場
14 土 第15回市来桜サッカー大会（～15日） 多G
15 日 第8回市レクリエーションダンス協会発表会 アクアホール
21 土 第28回硬式少年野球春季九州選手権南部地区連盟予選大会 多G
22 日 第21回串木野ロータリークラブ旗争奪グラウンドゴルフ大会（23日） 市来運動場

日置地区ソフトボール少年団オールスター戦 多G

★会場は次のとおり　多Ｇ→多目的グラウンド　ＰＧ場→パークゴルフ場　串体セ→串木野体育センター　長ソ場→長崎鼻ソフトボール場
★諸事情で大会期日や会場等が変更される場合がありますので、事前に広報紙等でご確認ください。
★紙面の都合で掲載していない行事等もあります。
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◇市民スポーツ課（市来庁舎）　　☎２１－５１２９
◇多目的グラウンド管理棟　　　　☎３３－２７８８
◇串木野体育センター　　　　　　☎３２－１８９９
◇総合体育館　　　　　　　　　　☎３２－８５８８
月 日 曜 大　　会　　（ 行　　事 ）　　名

【市総合体育館行事予定】
4 12 土 南九州四県対抗バスケットボール県予選（～13日）

20 日 全九州バレーボール総合選手権選考会

5
8 木 地区高校バドミントン大会
17 土 県中学校バスケットボール大会
18 日 第40回市バスケットボール選手権大会
24 土 県中学校バレーボール大会

6
1 日 第32回生福地区自治公民館対抗バレーボール大会
15 日 第30回市空手道選手権大会
28 土 全日本小学生バレーボール予選大会
29 日 第44回市内卓球大会

7

5 土 地区スポーツ少年団剣道大会
6 日 地区県民体育大会選考会（バスケットボール）
21 月 第11回串木野太極拳連盟上海倶楽部発表会
23 水 県中学校体育大会バスケットボール競技
24 木 県中学校体育大会剣道競技（～ 25日）

8 2 土 県小学校バレーボール夏季大会（～ 3日）

9
7 日 県バレーボール9人制総合兼全日本県予選
14 日 高校バスケットボールカップ戦（～ 15日）
20 土 市町村対抗剣道大会
28 日 県バレーボールリーグ

10 2 木 地区高校バドミントン大会

11

1 土 バスケットボールウィンターカップ県予選（～ 3日）
9 日 第25回日置地区ママさんバレーボール争奪戦大会
15 土 第11回浜野食品杯さのさ旗争奪小学生バレーボール大会（市来体育館）
16 日 第51回市バドミントン大会
22 土 全九州中学生卓球大会（～ 23日）
23 日 県小学生バレーボール男女優勝大会
30 日 県卓球大会

12
7 日 第16回串木野ライオンズクラブ学童親善ドッジボール大会
14 日 県中学校新人剣道大会
21 日 第33回市中学生バスケットボール選手権大会

1 25 日 第35回西薩地区中学校バレーボール大会（市来体育館・串木野中）
31 土 九州中学校バレーボール県予選

2
7 土 日置地区スポーツ少年団交歓交流大会
8 日 県中学校バスケットボール大会
21 土 県小学生バレーボール送別大会（～ 22日）
28 土 県中学校卓球選抜大会（～ 3/1）

3 7 土 県小学生バレーボール新人大会（～ 8日）
15 日 第29回木塲彦杯家庭婦人バレーボール大会

【総合体育館の予約（一般利用）について】
（市内者） 
　申込：利用月の２か月前から申込み可能 
　　受付期間：申込月の１日～ 15日 
　　　　　　　（利用日競合の場合は利用者間で協議） 
　　協議期間：16日～ 25日までに決定する 
　※利用日１か月前の申込みについては、市外者と同様とする。

（市外者） 
　申込：利用月の１か月前から申込み可能 
　　受付期間：申込月の１日～ 15日 
　　　　　　　（利用日競合の場合は利用者間で協議） 
　　協議期間：16日～ 25日までに決定する 
　※利用月での申込みについては、市内外者ともに先着順とする。

◇市　来　体　育　館　　　　　　☎３６－２８８１
◇Ｂ＆Ｇ海洋センター　　　　　　☎３２－８９９４
◇いちき串木野パークゴルフ場　　☎３２－８１１８
※スポーツ情報及び社会体育施設の利用は上記まで！
月 日 曜 大　　会　　（ 行　　事 ）　　名 会  場

【県・地区社会体育関連（抜粋）】
5 17 土 地区スポーツ推進委員連絡協議会研究大会 日置市

28 水 地区中学校体育連盟陸上競技大会 日置市伊集院
6 10 火 地区中学校体育連盟総合体育大会(～11日)（12日） 地区内
7 20 日 県中学校総合体育大会（～ 26日） 鹿児島市他
9 19 金 第68回県民体育大会（～ 21日） 鹿児島市他

25 木 全国スポーツ推進委員研究協議会（～ 26日）岩手県盛岡市

10
4 土 第50回県スポーツ推進委員研究大会（～ 5日）曽於地区
9 木 地区中学校駅伝競走大会 日置市吹上
14 火 地区中学校体育連盟新人総合体育大会（～ 15日） 地区内

11 6 木 県中学校駅伝競走大会 ( ～ 7日） 指宿市
9 日 第25回地区争奪戦家庭婦人バレーボール大会 総　体

12 7 日 第10回地区クラブ対抗駅伝競走大会 日置市吹上
14 日 第55回南日本10㎞通信競走地区大会 新港周辺

1 下旬 第28回県地区対抗女子駅伝競走大会 霧島市

2 7 土 地区スポーツ少年団交歓交流大会 市総体
第57回九州地区スポーツ推進委員研究大会（～ 8日） 大分県

14 土 第62回県下一周市郡対抗駅伝競走大会（～ 18日） 県内

【主な社会体育施設】
◆　市庭球場（コート８面、内４面夜間照明施設）
◆　市総合体育館
　　（バレーボール４面、バスケットボール３面）
◆　旭運動場
◇　多目的グラウンド
　　 （併用） （400ｍトラック、野球２面、ソフトボール４

面、夜間照明施設４面）
◇　市来運動場（併用）（野球１面、ソフトボール２面）
◇　市来体育館（併用）（ バレーボール３面、バスケットボー

ル２面、バドミントン９面）
◇　市来武道館（剣道１面、柔道１面）
◇　市民プール
◇　Ｂ＆Ｇ海洋センター
　　体育館（併用）（ バレーボール２面、 バスケットボール

１面、バドミントン４面）
　　武道館（剣道１面、柔道１面）、プール、艇庫
◇　川上運動広場（ソフトボール１面、夜間照明施設１面）
◇　串木野弓道場（５人立）、市来弓道場（６人立）
◇　串木野体育センター（併用）（バレーボール２面、
　　　　　 バスケットボール１面、バドミントン４面）
◇　長崎鼻公園ソフトボール場
　　（ソフトボール１面、夜間照明施設１面）
◇　相撲競技場
◇　いちき串木野パークゴルフ場（36ホール）
○　 種目や用具数・ニュースポーツ等については、串木野

体育センター・総合体育館・市来体育館にお気軽にお
問い合わせください。

　　 ただし、数量に限りがあります。借用に際しては、事
前に各施設にお問い合わせください。

※ 市民スポーツ課とスポーツ推進委員は、皆さまのスポー
ツやレクリエーションを通した健康つくり・仲間つくり
を支援・応援するため、県とともに

「マイライフ・マイスポーツ運動」
 を推進しています。
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消費税率の引き上げによる市の使用料等の見直しについて
総務課（☎33-5６2６）

　４月１日から消費税が５％から８％に引き上げられます。
　そのため、本市の水道料金や公共施設の使用料等の税抜き価格は、今までと変わりませんが、
消費税分８％を税抜き価格に上乗せした使用料等に見直しました。この新しい使用料等は、議
会の議決を経て４月１日から適用されます。
　新しい使用料金等の主なものは次のとおりですが、他の公共施設の使用料等については、各
公共施設または所管課へお問い合わせください。
　市民の皆様のご理解をお願いいたします。

水道料金・下水道料金（消費税８％込）

指定ごみ袋（10枚当たり） 廃棄物処分手数料

水道料金（一般家庭に多い口径13㎜の１か月使用料）
使用水量 

（立方㍍）
使用料金 
（円）

使用水量 
（立方㍍）

使用料金 
（円）

使用水量 
（立方㍍）

使用料金 
（円）

使用水量 
（立方㍍）

使用料金 
（円）

使用水量 
（立方㍍）

使用料金 
（円）

０ 626 11 1,204 22 2,278 33 3,758 44 5,540
１ 675 12 1,296 23 2,403 34 3,920 45 5,702
２ 723 13 1,387 24 2,527 35 4,082 46 5,864
３ 772 14 1,479 25 2,651 36 4,244 47 6,026
４ 820 15 1,571 26 2,775 37 4,406 48 6,188
５ 869 16 1,663 27 2,899 38 4,568 49 6,350
６ 918 17 1,755 28 3,024 39 4,730 50 6,512
７ 966 18 1,846 29 3,148 40 4,892 51 6,674
８ 1,015 19 1,938 30 3,272 41 5,054 52 6,836
９ 1,063 20 2,030 31 3,434 42 5,216 53 6,998
10 1,112 21 2,154 32 3,596 43 5,378 54 7,160

公共下水道使用料
汚水量 

（立方㍍）
使用料金 
（円）

汚水量 
（立方㍍）

使用料金 
（円）

汚水量 
（立方㍍）

使用料金 
（円）

汚水量 
（立方㍍）

使用料金 
（円）

汚水量 
（立方㍍）

使用料金 
（円）

０ 746 11 1,411 22 2,485 33 3,824 44 5,288
１ 803 12 1,504 23 2,603 34 3,953 45 5,428
２ 860 13 1,597 24 2,722 35 4,083 46 5,567
３ 918 14 1,690 25 2,841 36 4,213 47 5,706
４ 975 15 1,783 26 2,960 37 4,342 48 5,846
５ 1,032 16 1,875 27 3,079 38 4,472 49 5,985
６ 1,089 17 1,968 28 3,197 39 4,601 50 6,124
７ 1,146 18 2,061 29 3,316 40 4,731 51 6,274
８ 1,204 19 2,154 30 3,435 41 4,870 52 6,424
９ 1,261 20 2,247 31 3,565 42 5,010 53 6,575
10 1,318 21 2,366 32 3,694 43 5,149 54 6,725

種　類 現　在�
（消費税５％込）

４月以降�
（消費税８％込）

可燃（大） 178円 184円
可燃（小） 105円 108円
不燃（大） 157円 162円
不燃（小） 105円 108円

現在�
（消費税５％込）

４月以降�
（消費税８％込）

廃棄物処分手数料�
（100㎏まで100㎏増すごと） 300円 310円

処理困難物一時預かり料�
（10㎏まで10㎏増すごと） 300円 310円

○問合せ　�いちき串木野市衛生自治団体連合会
事務局（生活環境課内）

　　　　　☎ 33-5614

○問合せ　生活環境課　　☎ 33-5614
　　　　　環境センター　☎ 32-2388

8



市役所の組織機構が変わります
総務課（☎33-5６25）

【見直しの内容】

１．「観光交流課」を串木野庁舎に新設し、観光施策の充実と促進を図ります。
２．　教育委員会の「文化振興課」を「社会教育課」へ統合します。
３．「産業経済課」を廃止し、業務を「農政課」「水産商工課」「観光交流課」へ移管します。
　　また、「農政課耕地分室係」を市来庁舎に新設します。
４．�福祉課の「社会福祉係」を「子育て支援係」に名称変更し、子育て支援体制の充実を
図ります。なお、市民課で行っている児童手当業務は「子育て支援係」に移管します。

５．市来庁舎市民課「環境衛生係」の業務を「生活環境課」へ移管します。

　市役所では、４月１日から組織機構を見直します。

市長部局 市長部局

教育委員会 教育委員会

現　　在 見直し後

水産商工観光課 観光交流課

産業経済課 水産商工課

社会教育課

農　政　課

社会教育課

文化振興課

生活環境課 生活環境課

市来庁舎市民課
環境衛生係

市　民　課
市民係（児童手当業務）

福　祉　課
社会福祉係

福　祉　課
子育て支援係

農　政　課
耕地分室係
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　昭和33年当時、まだ馬が輸送機関の主力を成していた頃に、地元の荷馬車組合が花見の余興に行ったのが
きっかけで始まったこの大会も、今回でなんと57回目を迎えます。半世紀にわたって続けられてきた串木野
浜競馬大会にぜひお越しください！

※�なお、当日は、会場周辺駐車場が大変混雑いたします。西薩中核工業団地の臨時駐車場
と会場を10分で結ぶシャトルバスが、ピストン運行していますので、こちらのご利用を
お願いいたします。また、串木野駅から会場までのシャトルバスもピストン運行いたし
ます。

■と　き　平成26年４月13日㈰　９：30～開会式
■ところ　いちき串木野市照島海岸
■進　行 ９：30 10：00 11：00 12：00 13：00 14：00 15：00 15：40
　 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

開会式 予選レース 昼休み 決勝レース

地元物産展・午後お楽しみ抽選会

西薩中核工業団地（臨時駐車場）
串木野浜競馬会場（照島海岸）

ＪＲ串木野駅
約10分

シャトルバス運行図　（９：00～16：00頃までピストン運行）

ばふーん饅頭などの特
産品が並ぶ、
地元物産展も開催！

※�ばふーん饅頭は馬に扮した売
り子が移動販売いたします。

ウ
マ
い
よ
！！

串木野

浜競馬大会
第 57回

消費生活行政の取り組みについて
　本市の消費者行政については、悪質な訪問販売や振り込め詐欺などが多発する中、その役割はますます重
要になっており、持続的に出前講座や広報紙などを活用して啓発活動や無料相談会を実施してまいりました。
　これからも市民の皆様が安心して暮らせる地域社会づくりを目指し、地域や関係者の皆様と連携を深めな
がら、悪質商法を排除してまいります。
　また、クーリングオフやクレジット、多重債務、契約など身近な消費生活問題の知識を学ぶ出前講座を引
き続き開催するなど、被害に遭わない自立した消費者の育成に力強く取り組んでまいりたいと考えています。
� 平成 26年３月 20日　　　　　　
� いちき串木野市長　田畑　誠一

消費生活講座をご利用ください

　公民館・婦人会・高齢者クラブなど、
団体・グループ単位で申し込みでき
ます。講座を受けてトラブルを未然
に防ぎ、安心安全な生活を送りましょ
う。
　消費生活講座、消費生活相談に関
するお問い合わせは、水産商工観光
課（☎ 33-5638）へお気軽にお問い
合わせください。

公民館での消費生活講座

高校生を対象にした消費生活講座
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地域安全ニュース　
「毎月11日は、地域安全推進の日」

【みんなでつくろう　安全安心のまち】
まちづくり防災課（☎33-5６31）3月号

【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

毎月15日は、声かけ強化日です！

今春、高校卒業生に防犯講話等の開催

　警察では毎月 15 日を、ＡＴＭ利用者に対する
「振り込め詐欺被害防止」の声かけ強化日に指定し、
防犯協会と共同で被害防止のためのキャンペーン
等を実施しています。
　振り込め詐欺の被害に遭わない為に！
　　○すぐに振り込まない
　　○警察などに相談する
　　○１人で振り込まない
　　○ＡＴＭで還付金は戻らない

金融機関窓口で振り込め詐欺被害
防止訓練を実施
　２月 17 日に市内の金融機関で行われた訓練では、
客を装った警察署員が振り込め詐欺の犯人にお金を送
金するため、多額の現金をおろしに銀行の窓口を訪れ
たという想定で、窓口行員の対応訓練を行いました。

薬物乱用は身を滅ぼします
　〇薬物は、使用・売買などすべてが犯罪です。
　〇 薬物による犯罪に、絶対に誘われないよう、また

相手にすきを見せないようにしましょう。

出会い系サイトは危険だらけ
　〇 インターネットや携帯電話上で、見知らぬ男女が

気軽に知り合うことができ、中でも青少年が性的
被害に遭うケースが大半を占めており、危険が
いっぱいです。「見ない、書き込まない、会わない」
を徹底しましょう。

　２月 14 日、神村学園高等部３年生 370 名に、薬物乱用、性犯罪、出会い系サイトなど、
社会に出て遭遇しやすい犯罪の被害防止について、警察署員による講話と護身術の実技指導
が行われました。
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地域で健康なまちづくりをすすめましょう（こころの健康づくり編）
串木野健康増進センター（☎33－3450）

～みんな笑顔で元気なまちをめざして～ シリーズ�

心の病気について知っていますか？
　うつ病・統合失調症など心の病気は、誰もがかかる可能性があります。
　早期に適切な治療を受けることができれば、早く回復へ向かいますが、多くの人
が病気であることに気づいていなかったり、治療を受けずにいる現状があります。
　心の病気に関する正しい知識を身につけておきましょう。

○うつ病とは？

○統合失調症とは？

２週間以上こんな日が続いていませんか？
　　○よく眠れない　　　　　　　　　○食欲がわかない、ごはんが美味しくない
　　○疲れやすくやる気が出ない　　　○気分が晴れない、憂うつである
　　○楽しいはずの活動が楽しめない

　幻覚や妄想によって、人を疑ってかかったり、言動に一貫性をなくすなど、情緒不安定
となり周囲を混乱させます。また、眠れなくなったり、不安やうつ状態に陥ったりするな
ど、意欲や気力をなくして引きこもりがちになることも。症状に自覚がないことが多いため、
身近な人が気づいて早めに医療機関に相談することが大切です。

■うつ病のメカニズム■
　うつ病は、『セロトニン』『ノルアドレナリン』という脳内物質が減少するために生じる病気で
す。“脳のバッテリー切れ、エネルギー切れ”といった状態ですから、頑張りたくても頑張れな
い状態なのです。決して“気合いが足りない”とか“怠け”といったものではありません。
　うつ病を改善させるためには、“抗うつ剤の服用”と“休養”が必要となります。

■統合失調症のメカニズム■
　脳内物質であるドーパミンの過剰分泌やセロトニンの不足などにより、脳内の情報伝達機能に
異常が起きて発症します。強いストレスなどがきっかけとなるとも言われていますが、はっきり
とした原因はよくわかっていません。思考や感情などの精神機能のネットワークがうまく働かな
くなり、様々な心の働きをまとめ上げることができなくなる（脳内の統合する機能が失調する）
状態です。国内では 100人に１人の割合で発症しており、特別な病気ではありません。最も多
い年代は 10代後半から 30代頃です。

串木野健康増進センター ☎ 33-3450　　伊集院保健所 ☎ 099-272-6301
鹿児島県精神保健福祉センター ☎ 099-218-4755

相談窓口

気になることがありましたら、専門の医療機関（精神科、心療内科）・下記の相談窓口へご
相談ください。
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日本の黎明を築いた薩摩藩英国留学生 № 22
政策課（☎ 33－5628）

　－ロンドン滞在記（ロンドン大学）－
　新納や五代らが欧州視察を行っている間、留学生達はロンドン大学に聴講生として通うよ
うになります。1985年10月21日付で学籍簿に留学生の名前があり、出身地は「日本」、ロン
ドンでの住所は「ウィリアムソン教授」と記載されています。また、大学便覧に留学生14名
（新納ら視察員４名と長沢鼎以外）の名前が出ており、法文学科の聴講生名簿にアルファベッ
ト順で次のように記載されています。当時はローマ字表記が一定していなかったため、大体
の解読になりますが、ローマ字表記からも留学生らが変名を使用していたことがわかります。
　なお、現在のロンドン大学（UCL）構内には、本市羽島の薩藩留学生渡航記念碑をモチー
フに建立されたUCL日本記念碑があり、薩摩と長州の留学生らの名前が刻まれています。

　春に収穫する春キャベツは、みずみずしく柔らかいので、
サラダなどの生食に向きます。
　キャベツには、ビタミンＣの他、胃の粘膜保護を助けて
くれるビタミンＵ（キャべジン）も含まれています。
　今回は、作りおきができる定番のサラダをご紹介します。

※�いちき串木野市食生活改善推進員が野菜たっぷりレシピを作成しています。
　（串木野健康増進センターで配布しています。または本市ホームページをご覧ください）

野菜を食べよう350 in いちき串木野市

≪キャベツとコーンのコールスローサラダ≫
（材料６人分）
　�キャベツ�…400ｇ　コーン缶（ホール）…100ｇ
　玉ねぎ………50ｇ　パセリのみじん切り…１本分　　サラダ油…大さじ２
　Ａ（酢…大さじ２　レモン汁…大さじ２　塩…小さじ１弱　砂糖…小さじ１弱　こしょう…少々）

（作り方）
　①�キャベツは繊維を断つようにせん切りにする。玉ねぎは繊維を断つように薄切りにし、水にさら
す。水気をふきとっておく。

　②コーン缶は汁けをきっておく。
　③ボールに①②とパセリを入れ、油をなじませ、Ａを加えてよく混ぜる。
　※好みでツナ缶やレーズンなどを加えてもおいしいです。　※冷蔵庫で２日ほど保存できます。

サンゴーマル

串木野健康増進センター（☎33-3450）

ローマ字表記
Aysakata　　� 朝　倉　省　吾（朝倉　盛明）
Cvaya　　　　� 岩　屋　虎之助（東郷愛之進）
Haysa　　　　� 橋　　　直　輔（村橋　久成）
Massumutta　�松　元　誠　一（高見　弥一）
Mattumutta　� 松　村　淳　蔵（市来勘十郎）
Nagai　　　　� 永　井　五百介（吉田　清成）
Noda　　　　� 野　田　仲　平（鮫島　尚信）
Savai　　　　� 沢　井　鉄　馬（森　　有礼）
Sevota　　　� 塩　田　権之丞（町田　　棟）
Soogioora　　�杉　浦　弘　蔵（畠山　義成）
Suimdsa　　　�清　水　謙次郎（財部　実行）
Verikasa　　　�三　笠　政之助（名越　時成）
Wooyeno　　� 上　野　良太郎（町田　久成）
Yosino　　　� 吉田　清左衛門（中村　博愛）

現在のロンドン大学

UCL 日本記念碑 UCL 付近「村橋久成下宿先」

13



春です　学んでキャリアアップ！
　春は何かを始めるにはいい季節です。生活を充実させたり、自分をデザインし、自ら学ぶこ
とで、豊かな生活を送りましょう。次の３つの受講生を募集します。お気軽にご参加ください。

申込みや詳しい内容などお問い合わせは
　１．生涯学習講座　と　２．高齢大学・・・・・・社会教育課　　☎ 21-5128
　３．働く女性の家定期講座・・・・・・・・・・・働く女性の家　☎ 32-7130

１．生涯学習講座
講座 
番号 講　座　名 学　習　内　容 定員 開講場所 開　講 

予定日 時　間

1 オカリナ教室 誰でもできるやさしいオカリナ入門教
室です。楽譜の苦手な人も大丈夫です。 15 中央公民館 第１

木曜日 13：30～15：00

2 フットセラピー教室
足裏ツボ療法を中心に、その時期の健
康づくりを学びます。健康を自分の手
でつくりましょう。

15 中央公民館 第４
火曜日 10：00～12：00

3 からだと心の 
リラクゼーション

体と心をほぐし、ストレスとのつきあ
いや、話の聴き方・伝え方を学びます。 15 中央公民館 第３

木曜日 10：00～12：00

4 ふるさと探訪 郷土史の屋内学習と、バスで市内の史
跡をめぐる野外研修です。 20 中央公民館 第１

金曜日 ９：30～11：30

5 ヘルシー料理教室
健康を考え、カロリーや塩分を控えめ
にした栄養バランスの良い料理づくり
を目指します。

20 中央公民館 第３
火曜日 ９：30～12：00

6 カラーセラピー講座
色の仕組みを知り、服飾やインテリア
などに生かし、心の癒しに役立てましょ
う。

15 中央公民館 第２
木曜日 19：00～21：00

7 歌とベルチャイムの
集い

なつかしい歌などを楽しく歌い、ベル
チャイムを楽しみます。 25 照島交流

センター
第１

月曜日 10：00～11：30

8 楽しい七宝焼
日本の伝統工芸である七宝で、アクセ
サリーや小物を作ります。焼成も自分
でできます。

15 市来地域
公民館

第１
火曜日 ９：30～11：30

9 お花くらす
フラワーアレンジメント・リース作り
等をしながら今まで知らなかった花の
世界を楽しみます。

15 市来地域 
公民館

第２
火曜日 19：30～21：00

10 家庭菜園教室 野菜・土作りの基礎やジャム作りなど
を学びます。 30 市来農芸

高校
第３

土曜日 ９：00～11：00

11 庭木剪
せんてい

定教室 基礎知識を学び庭木や果樹の剪定の技
能を習得します。 15 市来地域 

公民館
第３

木曜日 ９：00～11：00

12 初めての人も作れる 
陶芸

粘土の性質が分かれば誰でも作れます。
自分の陶器を作ってみましょう。 15 市来地域 

公民館
第１･ ３
月曜日 13：30～15：30

13 木工教室 木工ろくろで、盆・皿・湯のみ等を製
作し、木材加工について学びます。 15 愛林工房・

観音ヶ池
第２･ ４
水曜日 ９：00～11：00

※定員を大幅に割り込むと開設されない場合があります。
※材料代等は自己負担となります。
※予定日や時間は、会場や祝日等の関係で変更になることもあります。
※ 短期講座の募集は、別途「広報いちき串木野」に掲載します。
　　平成 26 年度講座（予定）
　　　 アロマテラピー・マジック・エッセー・男性料理・郷土料理・英語に親しむ教室・パソコン・かごし

ま弁講座・韓国語講座等
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【申し込み】
　① このページの申込書を切り取り、社会教育課・中央公民館・いちきアクアホールへ４月９日（水）

までに提出してください。
　　※ FAX または市のホームページ（暮らし→生涯学習講座→公民館講座）からも申し込みできます。
　　【FAX　36-5044（社会教育課）】
　②受講者の決定は後日、申込者全員へ連絡します。
　　（定員を超えた場合は、初心者・申込回数の少ない方を優先します）
　③ 生涯学習講座の開講式を中央高齢大学と合同で５月 16 日（金）に行い、講座ごとに、テーマや

年間の運営について話し合いを持つ予定です。詳しい日程につきましては、受講決定通知の際、
お知らせします。

２．高齢大学
　“誰でも参加できる”高齢大学　（高齢者元気度アップポイント事業の対象となります）

※これだけは是非受講したいという最優先講座があれば、その講座番号を一つだけ○で囲んでください。
　（ただし、定員の関係で必ず受講できるとは限りません）
※希望される講座をこれまで何回受講されたか、その回数も必ず記入してください。
　これまで、受けたことがない講座（初めての申し込み）は０となります。
※用紙が不足する場合は社会教育課・中央公民館・いちきアクアホールに備え付けてあります。

講座番号 受講希望講座名・高齢大学 等 受講回数 今後、開設を希望される講座がある方は次にご
記入ください。

（フリガナ）�
氏　　　名 住　所　(〒　　　　　　　　) 公民館 年齢 電　　話

（　　　　　　　　　） いちき串木野市

（１．生涯学習講座　２．高齢大学）共通申込用紙　　申込期限　４月９日（水）
（切り取り線）

高齢大学名 開講場所 開講予定日
冠岳高齢大学 冠岳交流センター 毎月５日　前後
生福高齢大学 生福交流センター 毎月10日�　〃�
上名高齢大学 勤労青少年ホーム 毎月18日�　〃�
中央高齢大学 市民文化センター 毎月25日�　〃�
照島高齢大学 照島交流センター 毎月30日�　〃�
旭　 高 齢 大 学 旭　交流センター 毎月12日�　〃�
荒川高齢大学 荒川交流センター 毎月３日�　〃�
羽島高齢大学 羽島交流センター 毎月17日�　〃�
土川高齢大学 土川交流センター 隔月17日�　〃�
湊 ・ 川 南
と き わ 大 学 市来地域公民館 毎月24日�　〃�

川北ときわ大学 川北交流センター 毎月15日�　〃�

川上ときわ大学 川 上 小 学 校
多 目 的 ホ ー ル 毎月22日�　〃�

◎ 60 歳前半の方も参加されています。
◎ 予定日が土曜日・日曜日・祝日等の場合は変更にな

ります。
◎開講は５月で翌年３月までの 11 回です。

【申し込み】
　新しく高齢大学に申し込まれる方は、下の申込用紙
で社会教育課へ申し込んでください。年齢は問いませ
ん。

　生きがいづくりや一般教養などで、１時間程
度です。
　昨年度の学習内容
　・体操教室　・童謡唱歌　・さつま狂句
　・高齢者としての生き方　・郷土の産業
　・行政書士のお話　・演歌を楽しむ
　・映画の制作　・旅と鉄道　・フットセラピー
　・講演　など（年度により異なります）

学習内容
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３．働く女性の家定期講座
講 座 名 曜 日 時 間 定員 回数 開講日 講座内容 ( 持ってくるもの・教材費 )

通
　
年
　
講
　
座

薬 膳 料 理 第２ 
木曜日

９:30 ～
12:00 30人 10 ５月８日

食材の持つ薬効を学び、身近な材料で
美味しい薬膳料理を作ります。

（エプロン、三角巾）

お 菓 子 作 り 第１ 
土曜日

13:30 ～
15:30 30人 10 ５月10日

パテシエから美味しいお菓子を作るポ
イントを学びます。

（エプロン、三角巾）

男 の 料 理 第３ 
土曜日

９:30 ～ 
12:00 20人 10 ５月17日

男性のための料理教室です。プロの料
理人に基礎から学び、簡単で美味しい
料理を作ります。（エプロン）

四 季 の 
保 存 食

第３ 
水曜日

９:30 ～ 
12:00 30人 10 ５月21日

食卓に欠かせない保存食や季節の常備
菜などを作ります。

（三角巾、エプロン、容器）

前
　
　
期
　
　
講
　
　
座

ログキャビン 
の バ ッ グ

毎週 
水曜日

10:00 ～ 
12:00 15人 ３ ５月７日

初心者でも簡単な、細長く裂いたピー
スを繋げていくパッチワークで、おしゃ
れなバッグを作ります。

（裁縫道具・2,900円）

ピ ラ テ ィ ス 毎週 
水曜日

14:00 ～ 
15:00 15人 10 ５月７日

骨盤や背骨を正しく戻すので姿勢が良
くなり内臓の働きも改善されるエクサ
サイズです。

レ ク ダ ン ス 毎週 
木曜日

13:30 ～ 
15:00 15人 10 ５月８日

レクリエーションダンスの略です。流
行の曲にあわせて楽しく踊りましょう。

（シューズ）

簡 単 英 会 話 毎週 
木曜日

19:00 ～ 
20:00 15人 10 ５月８日 生きた英話が言葉となってでてくるよ

うに楽しく学びましょう。（筆記用具）

韓 国 料 理 第２ 
土曜日

10:00 ～ 
12:00 30人 ５ ５月10日

ナムル・チャプチェ・ビビンパなど、
おなじみの韓国料理を作ります。

（エプロン、三角巾）

実 用 ペ ン 字 第１・３ 
火曜日

10:00 ～ 
11:30 20人 10 ５月20日

生活に生かせる実用的なペン字で、美
しい文字が書けるように基本を学びま
す。（1,100円）

パ ソ コ ン 
入 門

毎週 
水曜日

10:00 ～ 
12:00 10人 10 ６月４日

生活に役立つ簡単な挨拶文・家計簿・
年賀状などの作成を学びます。
[ パソコン (Vista 以降 )・筆記用具 ]

●対　　象　市内に居住または、勤務している女性を優先し、男性の方も受講できます。
●場　　所　いちき串木野市働く女性の家
●受 講 料　無料（ただし、材料代・教材費等は実費負担、料理講座は１回 600 円程度で５回分を前納）
●申込方法　４月 19 日（土）までに、来館または電話で働く女性の家へ申し込みください。
　　　　　　受付時間：火曜～土曜（９：00 ～ 17：00）月曜日は休館
●託　　児　満２歳以上～未就学児。申し込み時に届け出てください。（保険料が必要です）
●問 合 せ　働く女性の家　☎ 32-7130

16



生涯学習功労者表彰
　２月２日、いちきアクアホールで開催されたいちき串木野市生涯学習大会で、地域社会
づくりに功績のあった方々が表彰されました。
　受賞された方々は次のとおりです。

◎日置地区社会教育関係（団体・個人）
　優良表彰

◎いちき串木野市社会教育関係
　（団体・個人）表彰

◎�市民総ぐるみの「あいさつ運動」標語
最優秀賞

　（いちき串木野市青少年健全育成市民会議）

古　園　四　郎　さん（後列　右）
堂　地　國　男　さん（後列　真ん中）
冠嶽青壮年部冠遊会（後列　左）

団　　体
市来若者隊

上名地区地域婦人団体
連絡協議会

本浦地区地域婦人団体
連絡協議会

串木野さのさ踊り保存会
串木野小学校読み聞かせ

グループ「花さき山」

個　　人
橋口　秀雄 さん
野﨑　幸人 さん
上醉尾俊葊 さん
徳重　和彦 さん
平石　照代 さん
宇都宮スミ さん
木塲　常市 さん

生冠中学校２年　平石　梨紗子　さん

鹿児島弁の演劇に爆笑

　表彰式の行われたいちき串木野市生涯学習大会
（日置地区生涯学習推進大会）では、串木野中・
串木野西中・羽島中の３校合同の演奏に始まり、
４つの団体が学習成果を発表し、記念公演として
演劇「オモシテガ!!」もありました。
　演劇では鹿児島を拠点に活動するタレントが、
ゲートボール場を舞台に鹿児島弁で地域活動をお
もしろおかしく取り上げ、満員の会場は終始笑い
に包まれました。

▲記念講演「オモシテガ ！！」の一幕
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春は、卒業・入学・進学・就職など、青少年にとって人生の節目となる大切な時期です。
県では３月11日（火）～４月10日（木）までこの運動を推進しています。

以上のことを踏まえ本市青少年健全育成市民会議では以下のような内容が協議されました。

運動のすすめ方

春の「郷
ふる

土
さと

に学び・育む青少年運動」

●家庭・学校・職場・地域及び関係機関・団体と連携を図り、青少年健全育成を推進しましょう。
●第３土曜日（青少年育成の日）は地域で、第３日曜日（家庭の日）は家庭で過ごさせましょう。

●�今後も学校、家庭、地域などと連携し、引き続き「市
民総ぐるみのあいさつ運動」を展開していく。

●�「交通安全の日」を「あいさつの日」に設定し、交
通安全運動とあわせてあいさつ運動も行うようにす
る。

●�地域ではできるだけ子どもたちの顔と名前を覚え、
大人から笑顔で声かけやあいさつをするように心が
ける。

●�大人は子どもの話をよく聞き、子どもが進んであい
さつをするなど良いことをした時はほめてあげ、地
域で温かく見守る。

　子どもたちへのちょっとしたあいさつや声かけは、
大人と子どもの心のふれあいの第一歩です。特に、「○
○さん、おはようございます！」のように名前や一
言添えたあいさつをすると、より親しみをもってく
れます。

大人が変われば、子どもも変わる
「みんながアドバイザー」運動

学校では
◆�家庭、地域、関係機関・団体等と連携し、児童・
生徒の地域活動への参加を推進しましょう。
◆�春休みの過ごし方について、児童・生徒への
指導を徹底するとともに、家庭や地域との連
携を図り、非行防止や事故防止に努めましょ
う。

地域では
◆�地域であいさつ・声かけ運動を実践しましょ
う。
◆�「青少年育成の日」、「家庭の日」、「育児の日」
の周知を図り、地域ぐるみで青少年を育み、
子育てを応援する気運を醸成しましょう。

家庭では
◆�子どもの新しい生活への希望や夢を話し合い
ましょう。

◆�「家庭の日」や「育児の日」を中心に、家族
のふれあう機会を設けましょう。

◆�子どもの年齢に応じた生活習慣や社会のルー
ルを身につけさせましょう。

職場では
◆�勤労青少年に働く喜びを与えましょう。
◆�「青少年育成の日」等に行われる青少年育成
活動や地域活動等へ参加しやすい職場環境づ
くりに努めましょう。

◆�「家庭の日」や「育児の日」の子どもへの関
わりを奨励しましょう。

子ども達も元気にあいさつ！

羽島地域（H26．２．20）

み
ん
な
で
「
あ
い
さ
つ
」
を
し
よ
う

市民総ぐるみの「あいさつ運動」
子どもたちに積極的に、あいさつ・声かけをしましょう。
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　いちき串木野市とサリナス市との姉妹都市盟約締結35周年を記念して、市及び市議会、いちき串木
野市・サリナス市姉妹都市協会で訪問団（20名）を組織し、2月1日から2月8日までの8日間、ア
メリカ合衆国カリフォルニア州サリナス市やロサンゼルス市の在米串木野人会などを訪問しました。
　訪問団一行は、まずロサンゼルス到着後、ロサンゼルス市近郊
に在住する南加串木野クラブ主催の懇親会に出席し、岩下寿盛会
長を始め多くの郷土出身者の歓迎を受けました。田畑市長は、移
住者の方々が苦労を重ねて活躍していることは、故郷串木野の誇
りであると敬意を表すとともに、移住者の方々が若くして世界に
羽ばたき築いてきた「本物の開拓者魂」と、支えあって苦難を乗
り越えてきた「絆と思いやりの心」が、日本社会の次の時代を切
り開く鍵になるのではないかと述べました。
　空路サンフランシスコへの移動後、雄大な景色を見ながらサリ

ナス市に入り、まず全米で唯一の日系人専用墓地「ヤマト墓
地」を訪問しました。この墓地には米国に移住され、反日感
情が根強く残るなかご苦労された郷土出身者が多数眠られて
おり、先人のご冥福を祈りました。サリナス市の初日は、現
地の方々による心温まる「おもてなし」を受け、久しぶりの
日本食に訪問団全員が感動するとともに、昔ながらの日本文
化を今でも守っている移住者の方々に感激しました。
　サリナス市では、市役所・警察署・消防署・図書館等を訪
れましたが、ギュンター市長の計らいでサリナス市議会に参

加しました。田畑市長はこの席で「両市は深い絆で結ばれています。これからも意義ある姉妹都市の
交流を続け、アメリカと日本との友好の小さなかけ橋になることを期待します」と英語でスピーチし
ました。
　また、北加串木野人会とサリナス市姉妹都市協会との合同懇親
会が催され、約120名の方が参加しました。懇親会では、田畑市長
が相撲甚句を、現地在住の方が郷土串木野を思いながらの歌を披
露しあい、また持参した焼酎やつけ揚げも手伝って久しぶりの再
会に話しが弾みました。
　サリナス市姉妹都市協会のジェファリー会長は、「姉妹都市盟約
35周年を一緒にお祝いすることができ、大変嬉しく思います。中
高校生のホームステイ派遣事業などにより、今まで培った友好な
絆を育みながら、今後とも交流を継続していきたい」と述べました。これに応えて、田畑市長は、交
流の歴史を紐解きながら、青少年の相互訪問を中心として長年交流が続いていることに感謝し、今後
の交流継続とともにサリナス市からの訪問団派遣を要請しました。また、サンフランシスコ日本国総

領事館から浜崎領事と姉妹都市盟約締結当時の市長ヘンリー・ヒビノ氏
も35周年記念へのお祝いに駆けつけてくださいました。
　最終日は、サリナスを後にし、バスに揺られ北上すること４時間、薩
摩藩英国留学生「長沢鼎」の縁の地であるサンタローザ市の「パラダイ
スリッジワイナリー」を訪問しました。ワイナリーでは、長沢を紹介す
る展示室の中で、オーナーや長沢を顕彰する地元の方々の歓迎を受け、
長沢が遺した葡萄畑から作られるワイン「ナガサワ・ヴィンヤード」を
試飲しながら、この地の繁栄に寄与した長沢の遺徳を偲びました。また、
今年の７月に開館する薩摩藩英国留学生記念館に対する今後の連携・協
力体制の構築についても確認し合いました。

　最後に、成田空港に降り立つと25年振りの歴史的な大雪に見舞われましたが、すべての交流先で所
期の目的を達成し、今後の交流継続を確認できるなど、有意義な米国訪問となりました。
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▲南加串木野人界会との懇親会

▲サリナス市議会に参加

▲ナガサワ・ヴィンヤード

▲35周年記念のｹーキｶｯト

姉妹都市盟約締結35周年を記念し、サリナス　市等を訪問



　2月7日、平成
25年度鹿児島県
共生・協働型地域
コミュニティー
づくり推進優良
団体に「市来生活
学校」が選ばれ、

生活学校・生活会議部門で「奨励賞」を受賞しま
した。

　市来生活学校のメンバーは、代表の沖牟田ノリ
子さんを始めとする８人。地元の川の浄化活動に
取り組んできたことが評価されての受賞です。

　活動に取り組むきっかけとなったのは、ある会
合で、川が臭いので生活学校でどうにかしてもら
えないかと頼まれたことでした。メンバーは先に
同じような取り組みをしていた枕崎に勉強に行き
浄化方法を学ぶと、以降６年間に渡り、毎月2回、
地元の水産会社の協力も受けながら川の浄化作業
を続けています。
　このメンバーの努力や川沿いの事業者の協力な
どもあり、川の臭いは気にならない程度までにな
りました。沖牟田さんたちメンバーも「『臭いが
しなくなったね』と言ってもらえるのが一番うれ
しいよねぇ」と話されます。

　また、メンバーは「ボカシ」と呼ぶ生ごみをた
い肥に変える基剤を米ぬかや糖蜜などから作り、
知人などに分けています。
　その「ボカシ」に生ごみを入れておくと、菌の
働きで生ごみが分解され、畑などにまくといい肥
料になるそうです。

　「ボカシ」を作るのは手間のかかる作業ですが、
「多くの人に生ごみを土に返す方法があることを
知ってもらい、生ごみを減らしたい。生ごみが減
れば（焼却施設で）燃やす燃料代も安くなるで
しょ」と話されます。
　「ボカシ作り」の他にはマイバッグ運動にも取
り組み、環境とエコをテーマに正面から活動に取
り組む市来生活学校のメンバー達。でもメンバー
に少しも気負ったところはありません。それどこ
ろか作業中は笑顔がのぞき、活動そのものを楽し
んでいるように見えます。

　「できる人が、できる時に、できる事をしてい
るだけよ」

　メンバーの一人が言った言葉がとても素敵に思
えました。

　私たちも少しずつ“できる事から”始めてみま
せんか。そうすれば川の臭いがなくなったように、
きっと何かを変える大きな力になることを市来生
活学校のみなさんが教えてくれました。
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川に投入する浄化剤を前に記念撮影

作業が終わると楽しいお茶の時間

　「ボカシ」作り。米ぬかに糖蜜や発酵菌などを混ぜ
発酵させたものをふるいにかけ、もみ殻や米粒を丁寧
に取り除く。その後、天日に干して乾燥させると完成。
作業中は麹のような香りが漂っていた。「この作業を
すると手やお肌がすべすべになるのよ」と笑う。

シリーズ　まち・ひと元気⑬



まちの
話 題

励まし受けて、目指せ自己新記録

　１月と２月に行われた、荒川小、市来小、旭小、
生福小の４校の持久走大会に消防士が参加し、子
ども達に伴走しました。
　ゴール近くでは、子ども達は苦しそうな表情を
見せていましたが、「最後だ、がんばれ！」「腕を
振って！」と消防士の励ましもあり、子ども達は
最後まで力走を見せ、次々とゴールしました。
　ともに自己新記録を出した生福小学校３年生の
鍛冶屋朋華さんと有馬桃寧さんは、「（消防士から）
たくさんの応援をもらえたので、早く走ることが
できました」と記録に満足した様子でした。

「串木野駅・市来駅開業100周年記
念
串木野駅バリアフリー化事業

元気よく「ハイッ！」
かるたとり大会

　２月16日、串木野駅前広場で串木野駅・市来
駅開業100周年記念・串木野駅バリアフリー化事
業完成記念イベントを開催しました。
　一日駅長・地元物産展・ステージイベント・写
真展示等が行われ終日賑わいました。
　写真展示は、24日までまちなかサロン（旭町）
で展示しています。

　２月11日、総合体育館で、いちき串木野の歴
史や文化、名所などがかるたになった、JC杯い
ちきくしきのかるたとり大会が開催され、小学生
48チームが参加し、熱戦を繰り広げました。
　大会に先立ち、主催者の串木野青年会議所藤田
崇理事長から「大会を通して、いちき串木野の素
晴らしさを感じ、興味を持って次の世代への架け
橋となってほしい」とあいさつがあり、その後、
高学年と低学年に分かれて競技が始まりました。
　大会では、子ども達は真剣な眼差しで向き合い、
札を見つけると、「はいっ！」と大きな声を出して、
次々と札を取っていきました。負けたチームの中
には悔しさから涙するチームもあり、会場は一日
中熱気に包まれていました。

串木野駅にエレベーター設置

　串木野駅のバリアフリー工事が２月に完成し、
エレベーターや点字ブロックが設置されました。
　また、駅の入口には雨や強い日差しをさけるた
めの庇

ひさし
が取り付けられ、より快適な駅となりまし

た。
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まちの 話 題

「レノヴァ鹿児島」に勝利の
「三大カツ」料理を提供

　男子プロバスケットボールチームのレノヴァ鹿
児島の公式戦が２月８・９日に総合体育館で開催
されるのを前に、選手や関係者20名を招いて昼
食会が開かれました。
　これは本市のご当地グルメの一つで、「○○に
勝つ！」と験を担いだ赤鶏・まぐろ・黒豚の３つ
のカツ料理が一緒になった「いちき串木野験担ぎ
ご飯三大カツ」を食べて試合を勝ち取ってほしい
と、三大カツ験担ぎ隊事務局が企画提供したもの
で、選手達はそれぞれのカツの味を食べ比べたり
しながらおいしそうに食べていました。

三大カツの力も後押
し！レノヴァ健闘！
　試合は、大塚商会ア
ルファーズと８日・９
日と２試合行われ、８
日は負けたものの、９
日はパスカットからの
速攻や効果的な３ポイ
ントシュートで得点を
重ね、96対66と30点差
をつけて快勝。観客と
ともに喜びました。
　また、９日の試合で
はいちき串木野市ミニ

バスケットボールクラブの２２名がエスコートキッ
ズを務め、選手と一緒に入場。子ども達はみんな
うれしそうに入場していました。

濵田酒造㈱との立地協定調印式

　２月28日、濵田酒造㈱が西薩中核工業団地に
工場を増設するのに先立ち、鹿児島県立会いのも
と立地協定調印式が行われました。
　業務拡大に伴い生産ライン及び樫樽貯蔵庫など
を増設するもので、本年11月頃に操業を開始す
る予定です。
　調印式で田畑市長は、明治元年の創業以来、市
はもとより県内酒造業界の中核として成長し、「本
格焼酎を真の國酒へ、更には世界に冠たる酒へ」
と飛躍するビジョンで海外に販路を広げており、
将来、串木野港から世界に向けて輸出されること
を期待していると述べました。

鹿児島県下一周市郡対抗
駅伝競走大会

　２月15日から19日までの５日間にわたり県下
一周市郡対抗駅伝競走大会が開催されました。
　大会２日目には、日置チームの今田翔太選手（平
向）が本市を通過し、沿道から温かい声援が送ら
れました。今田選手は今大会初出場ながら快走を
見せ、新人賞を獲得しました。
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まちの 話 題

「乾杯は焼酎で！」
本市の焼酎を大阪でＰＲ

観光農園連絡会発足 環境維新のまちづくり
包括連携協定を締結しました

　市及び西薩中核工業団地事業者等の出資で設立
された合同会社さつま自然エネルギーの平成25
年度新エネ大賞「経済産業大臣賞」受賞祝賀会が
開催されました。
　祝賀会の席で、再生可能エネルギーによる地域
活性化に向けて、市と同社の間で「環境維新のま
ちづくり包括連携協定」が締結されました。これ
により、再生可能エネルギー設備を活用し、災害
時には地域へ電気を供給したり交流人口拡大のた
め地域活性化基金事業などを進めていくことにな
ります。
　市長は、「今回、本市伝統の開拓者魂が発揮さ
れた事業が国から高く評価されたが、今後も、市
民・事業者・行政が連携して次代を切り拓き前に
進んでいきたい」と述べました。

「鹿児島県いちき串木野市の
物産と観光展」開催

　東京都中央区日本橋の日本橋プラザビル南広場
で、１月27日と28日開催されました「鹿児島県
いちき串木野市の物産と観光展」で、さつま揚
げ・串木野まぐろラーメン等の特産品販売、パン
フレット配布やパネル展示など行い、観光ＰＲを
行いました。
　当日は大変な賑わいで、ほとんどの商品が売切
れ、本市の食への関心の高さを実感する場にもな
りました。

　ぶどうやみかん、ポンカン、梅、ブルーベリー、
いちごの観光農園11園の経営者が集まり、いち
き串木野市観光農園連絡会が発足しました。
　連絡会は、来園者に観光農園だけでなく、いち
き串木野市内でもっと観光や食事を楽しんでもら
えるよう、今後、関係機関や市と協力しながら観
光情報を会のメンバーで共有し、発信していくこ
ととしています。
　会長に選出された、いちご園を経営する木場俊
行さんは、「いちき串木野は、交通の便がとても
いい場所。この利便性を活かし、観光農園ならで
はの集客のノウハウを皆で共有し、いちき串木野
が『わざわざ行く場所』にならないといけない」
と意気込みを語りました。

　県産本格焼酎の関西地区での消費拡大を目的と
した「鹿児島焼酎祭」が２月10日大阪市のホテ
ルで開催されました。
　会場では、約500人の来場者が県内11酒造メー
カーの本格焼酎を堪能しました。
　本市の紹介ブースには市内８蔵元の焼酎瓶が並
べられ、県内でも有数の酒処であることをアピー
ルしたほか、全国で初めて施行された「焼酎で乾
杯条例」のＰＲを行いました。

連絡会会長に選出され、梅園であいさつする木場俊行さん
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まちの 話 題

「てぃーたいむとーく」開催

　２月11日、シーサイドガーデンさのさで、い
ちき串木野市地域婦人団体連絡協議会が主催する
出会い応援イベント「てぃーたいむとーく」が行
われました。本イベントは、市の「いちき串木野
出会いサポート事業」によるもので、当日は市内
外の20歳から40歳代までの独身男女約40人が参
加し、レクリエーションなどで楽しいひとときを
過ごされ、12組のカップルが誕生しました。

認知症徘徊・見守りＳＯＳネットワーク模擬訓練

　２月 22日、照島地区において地区の住民や関係者など約 90名が参加し、認知症徘徊・見守りＳＯＳネット
ワーク模擬訓練が行われました。
　模擬訓練では「認知症高齢者の５名が行方不明になった」という想定のもと、市の職員が徘徊役の高齢者に
扮し、照島地区住民が捜索を行いました。住民は徘徊役の職員を見つけると、認知症高齢者を驚かしたり自尊
心を傷つけたりしないよう、優しく話しかける訓練を行いました。
　また、その後行われた認知症サポーター養成講座では、模擬訓練の反省点を踏まえ、認知症についての理解
をさらに深めていただきました。
≪参加者の声≫
○普段見掛けない人がいたら、特徴や行く方向など気に留めておく事が大事だと思った。
○１人では声かけが難しいので、近所で話し合い２～３人で行動したので、声を掛けやすかった。

＊まずは見守る
＊余裕を持って対応する
＊声をかける時は１人で
＊後ろから声をかけない
＊相手に目線を合わせて優しい口調で
＊おだやかに、はっきりした滑舌で
＊相手の言葉に耳を傾けてゆっくり対応する

１、驚かせない
２、いそがせない
３、自尊心を傷つけない

➡
認知症の人への対応の心得
“３つの「ない」”

７つのポイント徘徊する認知症高齢者を見つけた時の対応

（徘徊役の職員） （模擬訓練の反省会）

第５回いちき串木野市
音楽のつどい開催

　２月９日、市民文化センターにおいて、市文化
協会および音楽のつどい実行委員会等主催の第５
回いちき串木野市音楽のつどいが開催されました。
　当日の司会は市来小の児童が担当し、内容も吹
奏楽やコーラス、ハーモニカ、ピアノ独奏など幅
広く、会場を訪れた市民からは大きな拍手が鳴り
響いていました。
　また、会場入り口では、お茶の振る舞いや冠嶽
園周辺で撮影された写真も展示されました。
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おしらせ版

　異動シーズンを迎えるにあたり、次のとおり土
曜日・日曜日の窓口を開設します。取り扱う業務
は、住民票の異動に伴う転入・転出に関係する業
務のみです。

　学童保育とは、保護者が仕事などにより昼間家
庭にいない小学校の児童に対して、適切な生活の
場の提供と、遊びを主とする指導等により、児童
の健全育成を図るものです。
　本市では、次の４か所で学童保育を行っていま
す。

※�入所の申し込み等については、直接各クラブへ
お問い合わせください。

　・縦覧は無料
　・�縦覧期間中の納税義務者等の閲覧は無料
　　（縦覧期間以外は有料）
（注１）　土・日・祝日など閉庁日は除きます。
（注２）　�運転免許証や健康保険証など本人確認が

できるものを持参してください。また、
代理人の方は、それを証する書面（委任
状など）も併せて持参してください。

　国民健康保険（70歳～ 74歳）の方（※注）の
４月１日からの医療機関での窓口負担が次のよう
に変更になります。
●平成26年４月１日までに70歳を迎えた方
　（誕生日が昭和19年４月１日までの方）
　窓口負担が１割になります。
　※�現在、国民健康保険に加入の70歳から74歳
の方には３月下旬に新たに保険証兼高齢受給
者証を郵送します。

●平成26年４月２日以降に70歳を迎える方
　（誕生日が昭和19年４月２日以降の方）
　�　誕生日の翌月（誕生日が１日の方はその月か
ら）診療分から窓口負担が２割になります。

（※注）�既に３割負担の保険証をお持ちの方、後
期高齢者医療制度に加入されている方は
除きます。

●日　時　３月24日（月）13：30～ 15：30
　　　　　※予備日：３月26日（水）
●場　所　西薩中核工業団地（西薩町）
　県防災航空隊の防災ヘリコプターと本市消防隊
との消火・救助の連携訓練を実施します。
　当日は、訓練現場への立入禁止や一部道路の交
通規制を実施しますので、市民の皆様のご理解と
ご協力をお願いします。

土曜日・日曜日の窓口開設について
総務課（☎33-5６25）

学童保育（児童クラブ）のご案内
福祉課（☎33-5６18）

訓練に伴う交通規制について
消防本部（☎32-0119）

国民健康保険の方へ
70 ～74歳の方の窓口負担が変更になります
健康増進課（☎33-5６13）・市来庁舎市民課（☎21-5117）

○窓口開設日 3月29日 ( 土 )・30日 ( 日 ) 
4月5日 ( 土 )・6日 ( 日 ) 
※ 時間はいずれも
　8:30 ～ 17:00

○窓口を開設する課 
 
※開設は串木野庁舎のみ

　・市民課 
　・健康増進課 
　・税務課 
　・福祉課 
　・土木課土木総合窓口係 
　　（水道関係）

●縦覧及び閲覧期間

「土地及び家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧
および「固定資産課税台帳」の閲覧

税務課（☎33-5６17）

「土地及び家屋価格
等縦覧帳簿」の縦覧

「固定資産課税台帳」
の閲覧

期間（注 1）4/1（火）～ 6/2（月） 4/1（火）以降通年
時間 8：30 ～ 17：15
対象者

（注 2）
固定資産税の納税者
または代理人

固定資産税の納税義
務者または代理人

場所 ・税務課
・ 市 来 庁 舎 市 民 課 

税務係（市来地域
内 の 固 定 資 産 の
み）

・税務課
・ 市 来 庁 舎 市 民 課 

税務係

●橘学童クラブ 
　浜ヶ城 12283 番地３ 
　（浜ケ城踏切近く） 
　　代表者　橋口　了　☎ 32-9886

●串木野中央学童クラブ 
　日出町 11477 番地 
　（串木野小学校敷地内） 
　　代表者　久本　美惠子　☎ 33-3131

●照島学童クラブ 
　照島 5296 番地４ 
　（照島保育園近く） 
　　代表者　榎元　幸喜　☎ 32-3270

●市来っこ 
　大里 3731 番地 
　（市来小学校空き教室） 
　　代表者　牧田　京子　☎ 36-2166
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　引越しにともなって、水道の使用を開始・休止
される方は、必ず届出をお願いします。
●使用開始届
　印鑑をご持参の上、上下水道課または土木課土
木総合窓口（串木野庁舎）（☎33-5679）でお手
続きください。なお手続きは、代理の方でもでき
ます。
●使用休止届
　電話での届出もできます。引越しの日程が決ま
りましたら、２～３日前までに上下水道課または
土木課土木総合窓口へご連絡ください。

　市では、男女共同参画社会の実現に向けて、市
民の方々との協働による総合的な施策の推進を
図っていくために、懇話会に参画していただく公
募委員の方を次のとおり募集します。
●募集人数　３人
●任　　期　２年（平成26年５月～平成28年４月）
●応募資格及び条件　
　（１）�20歳以上で市内に居住している方
　（２）平日会議および研修会等に参加できる方
　（３）公務員、市議会議員でない方　
●応募締切　４月11日（金）
●申込・問合せ　
　�　政策課男女共同参画係へ電話か、直接窓口で
お申し込みください。（住所、氏名、年齢、職業、
電話番号をお知らせください）

　人事院と国税庁では、国税専門官採用試験の受
験者を募集しています。
●受験資格
　（１）�昭和59年４月２日から平成５年４月２日

までに生まれた方
　（２）�平成５年４月２日以降に生まれ、次に掲げ

る方
　　①�大卒者及び平成27年３月までに大学卒業

見込の方
　　②人事院が①と同等の資格があると認める方
●試験の程度　大学卒業程度
●申込方法・受付期間
　（１）人事院のホームページから申し込み（原則）
　　　（http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html）
　　　４月１日（火）～４月14日（月）（受信有効）
　（２）�郵送または持参（※ホームページから申し

込みができない場合に限る）
　　　※�申込用紙は、伊集院税務署など各地の税

務署にあります。
　　　　�４月１日（火）～４月２日（水）（通信

日付印有効）
●第１次試験　６月８日（日）
●受験申込先
　全国の各国税局および沖縄国税事務所
　�（希望する第一次試験地により申込先が異なり
ます。）

●問合せ
　・人事院九州事務局　☎092-431-7733
　・熊本国税局人事第二課試験研修係
　　☎096-354-6171（内線2072）
　・伊集院税務署　☎099-273-2541
　　※自動音声案内

　行政改革の進捗状況に関する審議に市民の皆様
のご意見をお聞かせいただくため「いちき串木野
市行政改革推進委員会委員」を募集します。
●募集人員　３人以内
●任　　期　２年（平成26年５月～平成28年４月）
●応募資格　次の条件の全てを満たす方
　（１）�満20歳以上で、市内に居住または市内の

事業所に勤務している方
　（２）�平日に開催する会議に参加できる方（年

１～３回程度）
　（３）本市の他の附属機関の委員でない方
　（４）本市職員、市議会議員でない方
　（５）市税等の滞納がない方

●応募方法　�所定の応募用紙と小論文「いちき串
木野市の行政改革に期待すること」
を提出してください。（応募用紙は、
総務課または市来庁舎市民課にあり
ます。市ホームページからダウン
ロードもできます）

●応募締切　４月11日（金）
●選　　考　�応募の多少に関わらず選考要領に基

づき選考します。選考結果は、応募
締切日から３週間以内に通知しま
す。

●提 出 先　総務課または市来庁舎市民課

男女共同参画推進懇話会委員の募集
政策課（☎33-5６72）

国税専門官採用試験受験者募集
税務課（☎33-5６1６）

行政改革推進委員会委員を募集
総務課（☎33-5６2６）

引越しをされるときは、
水道の開始・休止届を忘れずに

上下水道課（☎21-5155）
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フリーマーケット参加者募集

　日常生活での会話が不自由な方と手・指を使っ
て会話する『手話』の講習会を開催します。
●開催期間　４月14日（月）～ 12月15日（月）
　　　　　　�19：00 ～ 21：00（毎週月曜日　

計30回）
●場　　所　市役所串木野庁舎地下大会議室
●受 講 料　無料（テキスト代1,500円程度別途）
●対 象 者
　　　・�市内に居住もしくはお勤めの方で、継続

して受講できる高校生以上の方
　　　・�今までに手話講習会（入門もしくは初級

講座）を修了した方
●定　　員　30人（定員になり次第締切）
●申込締切　４月４日（金）
　※�申込用紙は、串木野庁舎福祉課高齢障害係また
は、市来庁舎市民課健康福祉係にあります。

第13回徐福花冠祭が、次の日程で開催されます。
前夜祭 　４月12日（土）17：00～ 20：00

・�冠岳（徐福）展望公園にて湯神楽や田中星児ミ
ニコンサート等開催
本　祭 　４月13日（日）

・９：00～ 11：50　　地車曳行
　�上石野公民館前～生冠中学校前～ＪＡ生福支所
～多目的グラウンド駐車場
　　※�多目的グラウンドでは、フリーマーケット、

郷土芸能、甘酒ほか振る舞い（限定）、お
楽しみ抽選会開催

・13：30～ 16：15　　地車曳行
　�多目的グラウンド駐車場～南方神社～下石野集落
●問合せ　実行委員会（木場）　☎090－7291－8241

　徐福花冠祭のフリーマーケット参加者を
募集します。
●日　　時　４月13日（日）�10：00～15：00
●場　　所　多目的グラウンド駐車場
●申込期限　４月４日（金）（先着50店）
●申込・問合せ　生福交流センター

☎32-4869
※�出展者には事前に駐車券を発行します。
当日駐車券をお持ちでない方の駐車はで
きません。

平成26年度手話講習会（基礎講座）受講生募集
福祉課（☎33-5６19）・市来庁舎市民課（☎21-5117） ☆むし歯0

ゼロ

おめでとう☆
（５歳児歯科検診結果）

串木野健康増進センター（☎ 33-3450）
　2月 14 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。

　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

ゼロ
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。
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 　いちき串木野市サリナス市姉妹都市協会では、｢第 13
回米国派遣事業｣ の派遣生を募集します。
　この事業は、将来を担う青少年が本市の姉妹都市であ
るサリナス市の一般家庭でのホームステイを通じて、地
域の人たちや高校生と交流を深め、国際性豊かな青少年
を育成することを目的としています。

●派遣期間　 ８月上旬から２週間程度
　　 姉妹都市のサリナス市にて約１週間ホームステイし

ながら様々な体験を行うなど、カリフォルニア州で
視察研修ツアーを行います。

●派遣人数　８人以内
　　※ 出発まで計８回程度の事前説明会・研修会を実施。
　　 ※ 参加者負担金約 30 万円のうち、１/ ２相当額を姉

妹都市協会が補助。
　　　 （パスポート取得費用・任意保険料・小遣い等は含みま

せん）
●応募資格
　　 本市在住の平成６年４月２日から平成 12 年４月１日

までに生まれた方

●申込方法
　　 申込書類に『作文』を添付し、４月 21 日（月）（必着）

までに姉妹都市協会事務局へ提出
　　 （申込用紙は、事務局および市役所政策課にあります）
●選　　考
　　 １次審査（作文）
　　　【作文テーマ】
　　　　『サリナス市との交流から学びたいこと』
　　　　400 字詰作文用紙２枚以上（作文用紙の規格は自由）
　　 ２次審査（面接）
　　　日時： ４月 27 日（日）10:00 ～
　　　場所： いちき串木野商

工会議所
●申込み・問合せ
　 いちき串木野市サリナス市

姉妹都市協会事務局
　（いちき串木野商工会議所内
　 ☎ 32-2049）

第 13 回　　徐　福　花　冠　祭
水産商工観光課（☎33-5638）
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▲ヨセミテ国立公園にて
（平成24年度派遣）

政策課（☎33-5６28）
姉妹都市サリナス　市（米国カリフォルニア州）への派遣生 募集



　予約制による年金相談となっています。年金に
ついてわからないこと、過去に厚生年金・船員保
険などに加入されていた方もご相談ください。
●日　　時　４月10日（木）10：00～ 15：00
●場　　所　市来庁舎　１階会議室
●相 談 員　川内年金事務所職員
●申込期限　３月31日（月）
※相談当日持参するもの
　・年金手帳または基礎年金番号通知書
　・�身分を証明するもの（運転免許証、保険証、
パスポート等）

※代理の場合、委任状と身分証明書

　平成26年４月から県こども総合療育センター
の初診予約は、市の紹介票が必要になり、個別に
診療申し込みはできなくなります。
　お子さんの発達についてのご相談は、福祉課へ
ご連絡ください。
　なお、センターの再診予約や電話相談等は今ま
でどおり行われます。

　「串木野駅北側市営駐車場」と「市来駅前駐車場」は、月極利用が可能です。月極で利用する場合
は指定管理者㈲東洋ベンディングへ事前に申し込みが必要となります。
　※�オートバイ・自転車専用の駐輪場は、終日無料で利用できます。二重ロックするなど盗難に遭わ
ないように注意しましょう。

　※ＪＲを利用されない方でも駐車場のご利用、ご契約は可能です。
串木野駅北側市営駐車場 　

　●月 極 利 用：月3,100円〔定期券（カード）をご購入ください〕
　●時間貸利用：３時間以内は無料。３時間を超える５時間ごとに100円を加算した額。
　　※駐車場は、月極利用と時間貸利用との共用となります。
　　※契約時には車両ナンバー［（例）鹿児島580あ○○－○○］が必要です。

市来駅前市営駐車場
　●月 極 利 用：月2,500円
　　※原則一年間の契約となります。（月の途中からの契約は、その月は日割り料金となります）
　　※解約する場合、日割りした料金で返金します。
　　※契約時には車両ナンバー［（例）鹿児島580あ○○－○○］が必要です。
○申込・問合せ
　【指定管理者】㈲東洋ベンディング（西薩町17－32　☎32-0190・FAX33-1907）
　　　　　　　　〈営業時間〉月～土曜日　８：30～ 17：30
　　　　　　　　〈休 業 日〉日曜日・年末年始（12/30 ～１/３）・4/29・5/3・5/5・5/6・9/23・12/23・

年金相談所を開設
市民課（☎33-5６12）・市来庁舎市民課（☎21-5114）

県こども総合療育センターの初診予約方法が変わります
福祉課（☎33-5６18）

「串木野駅北側市営駐車場」「市来駅前駐車場」新規契約の募集
水産商工観光課（☎33-5６38）・市来庁舎市民課（☎21-5111）・指定管理者㈲東洋ベンディング（☎32-0190）

　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

４月の心配ごと相談
社会福祉協議会（☎32－3183）

相�談�場�所
及　び
相�談�時�間

相談種別
相　　談　　日

相談員4日 11日 18日 25日
金 金 金 金

串木野高齢者
福祉センター
9：00

～

12：00

生活・福祉 ○ ○ ○ ○ 心配 ご と
相 談 員児 童 相 談

健康・介護相談 ― ○ ― ― 看 護 師

年金・保険 ○ ― ○ ○ 社会 保 険
労 務 士交通事故相談

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

市来高齢者
福祉センター
10：00～12：00

生 活 ・
福 祉 相 談

8日 15日 22日 ―
心配ごと
相 談 員

火 火 火 ―
○ ○ ○ ―
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月極利用の申込先

東洋ベンディング

クリーン
センター

海

B＆G
体育館

ココ
西薩中核
工業団地

グラウンド

自動車修理工場

至東海大橋至羽島

至
新
港
大
橋

至
甑
島
タ
ー
ミ
ナ
ル

ガソリンスタンド



お　く　や　み　（2月届出分）

故　人 年齢 住所または�
公民館

喪主または
届出人

五　島　美　市 66 恵比須町 五島　優子

橋　口　秀　雄 85 金　　山 橋口トシ子

羽根田　トシ子 93 恵比須町 羽根田武志

前　田　利　家 88 湊　　町 前田ミチ子

栗　山　ミ　キ 92 祇 園 町 栗山　成子

今　堀　マサエ 91 緑　　町 今堀　公夫

荒　牧　　　涼 11 袴　　田 荒牧　寿幸

藤　﨑　友　貴 19 河　　内 藤﨑　伸宏

中津留　ナ　ツ 96 春 日 町 中津留盛男

淵　脇　勇　藏 94 潟 小 路 淵脇　　優

松　﨑　信　男 84 平ノ木場 松﨑クサヱ

川　口　照　二 86 浜　　中 川口奈智子

長　尾　　　進 85 芹 ケ 野 長尾　　学

永　 　ミ　キ 90 萩　　元 德永　昭夫

福　山　義　己 83 松　　山 福山ミヨ子

西　　　孝　雄 69 牛 ノ 江 西　　博子

峯　　　富士夫 94 新 生 町 竹原シゲ子

戸　川　キ　ヱ 89 平　　江 戸川　　清

内　田　　　弘 94 別　　府 内田三千枝

有　村　ナ　ツ 97 払　　山 有村　満則

中　屋　テ　ル 88 萩 元 下 中屋　博雅

髙　﨑　京　子 84 松　　原 髙﨑　二郎

石　原　ナツミ 86 中ノ平後 石原　一美

原　口　仁　八 78 大 原 町 原口　延子

西 府　満　男 79 迫 田 前 西 府衣子

田　中　一　代 84 田中中村 田中　丸人

古　川　　　司 79 高 見 町 古川　節子

下　池　哲　夫 81 平　　向 下池　和子

古　薗　　　勇 70 芹 ケ 野 古薗　且子

目　床　節　夫 65 迫 目床芙美子

沖　野　國　雄 92 平　　身 沖野アツミ

（届出人が同意された方を掲載してあります）

春休みスペシャルおはなし会
文化振興課（☎21－5113）・指定管理者㈱図書館流通センター��

　春にちなんだお話や工作をします。親子や友達
とおはなし会を楽しみませんか。
●日　時　４月５日（土）15：00～
●場　所　市立図書館本館内
●問合せ　市立図書館　☎33-5655

●問合せ　市立図書館　☎33-5655

移動図書館車巡回コース
文化振興課（☎21－5113）・指定管理者㈱図書館流通センター��

　移動図書館車が市内を巡回します。
　お気軽にご利用ください。

コース 巡回日 コース 巡回日
１コース ４月８日（火） ９コース ４月17日（木）
２コース ４月９日（水） 10コース ４月22日（火）
３コース ４月10日（木） 11コース ４月23日（水）
４コース ４月11日（金） 12コース ４月24日（木）

５コース ４月15日（火）�
12：40 ～ 13コース ４月25日（金）�

12：30 ～
６コース ４月16日（水） 14コース ４月30日（水）
７コース ４月18日（金） 15コース ５月２日（金）
８コース ４月21日（月）

コース サービスステーション 予定時刻

１コース

荒川小学校��
平江公民館東�
浜ケ城（旧南商店隣）�
塩田団地

13:10 ～ 14:00�
14:30 ～ 14:50�
15:00 ～ 15:20�
15:30 ～ 16:30

２コース

旭小学校・旭幼稚園�
薩摩金山蔵駐車場�
麓�（八久保公園）�
酔之尾東団地�

13:10 ～ 14:20�
14:30 ～ 14:50�
15:00 ～ 15:20�
15:30 ～ 16:30

３コース

冠岳小学校�
ウッドタウン集会室前�
酔之尾西潟山マンション駐車場�
ひばりが丘団地

13:10 ～ 14:00�
14:20 ～ 15:00�
15:20 ～ 15:40�
15:50 ～ 16:30

４コース 羽島中学校 13:10 ～ 13:50
５コース 羽島小学校� 13:10 ～ 14:00
６コース 生福小学校 13:10 ～ 14:00

７コース

川上小学校�
中組集落センター�
迫公民館��
川南交流センター��
駅前公民館（市来駅）横�

13:00 ～ 13:45�
13:50 ～ 14:10�
14:20 ～ 14:40�
14:50 ～ 15:10�
15:20 ～ 16:30

８コース 串木野西中学校��
浜町市場通り会無料駐車場

13:10 ～ 13:50�
14:00 ～ 14:20

９コース 生冠中学校�
袴田東

13:10 ～ 13:50�
14:10 ～ 14:30

10コース 荒川小学校 13:10 ～ 14:00
11コース 旭小学校 13:10 ～ 14:00
12コース 冠岳小学校 13:10 ～ 14:00
13コース 羽島小学校 13:10 ～ 14:00
14コース 生福小学校 13:10 ～ 14:00

15コース

川上小学校�
恵比須県営住宅�
佐保井住宅�
迫田前県営住宅��
駅前公民館（市来駅）横�

13:00 ～ 13:45�
14:00 ～ 14:20�
14:30 ～ 14:50�
15:00 ～ 15:20�
15:30 ～ 16:30

【４月の巡回日程】
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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。
発行：いちき串木野市役所 政策課　〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1　（TEL）0996-32-3111　（FAX）0996-32-3124

かわいい天使たち（1月届出分）

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を掲載してあります。ま
た、住所欄は公民館か住所での掲載となります）

内城　莉
り

乃
の

亜
あ

ちゃん
（旭町）

たくさんの愛情で
すくすく大きくなってね♪
父：真さん・母：美里さん

濵﨑　元
げん

汰
た

くん
（ウッドタウン）

お兄ちゃんと仲良くね ♡

父：純さん・母：愛美さん

宮　悠
ゆう

莉
り

くん
（春日町）

明るく、優しく、大きく、
育ってね。

父：武夫さん・母：美沙さん

西田　也
なり

人
ひと

くん
（平江）

私達のカワイイ天使
元気にスクスク育ってね

父：聡史さん・母：景子さん

上新　雪
ゆき

乃
の

ちゃん
（日ノ出町）

元気いっぱいに育って下さい

父：基春さん・母：裕子さん

井手迫　優
ゆ

葵
あ

ちゃん
（日ノ出町）

やっと会えたね♡
元気にすくすく育ってね♡
父：大輔さん・母：直美さん

中城　海
み

愛
お

ちゃん
（平ノ木場）

産まれてきてくれてありがとう。
元気に笑顔いっぱいに育ってね♡
父：翔誠さん・母：佳奈さん

山﨑　尋
じん

多
た

くん
（昭和通）

産まれた時から甘えん坊。
やんちゃに育て ！！

父：真司さん・母：梓さん

本鍋田　悠
はる

輝
き

くん
（戸崎）

お兄ちゃんと共にのびのびと
育ってね♡

父：優作さん・母：泉さん

中薗　翔
しょう

くん
（崎下手）

お姉ちゃんと仲良く
元気いっぱいに育ってね♡
父：佑貴さん・母：美鈴さん
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