
市生涯学習奨励表彰式
 社会教育課（☎21-5118）

　２月９日、市生涯学習奨励表彰式を防災センター
で開催しました。
　今年度は新型コロナウイルス感染防止のため、生
涯学習推進大会を中止し表彰式のみの開催となり
ました。
　この生涯学習奨励表彰は、おおむね10年以上に
わたり生涯学習において優れた業績やその向上発
展並びに地域に貢献した個人または団体を各種団
体等が推薦し、選考委員会を経て社会教育、芸術文
化および社会体育の３部門で表彰するものです。
　本年は、社会教育部門２名、芸術文化部門２名、
社会体育部門４名の個人表彰が行われました。おめ
でとうございます。
●個人表彰（敬称略）
　社会教育部門　西山浩市・江平睦男
　芸術文化部門　久留寿雄・西ノ園義明
　社会体育部門　上夷慶克・南新昌昭
　　　　　　　　木場由美子・久木野親志

市長の主な動き（２月）市長の主な動き（２月）

交通事故防止　「旗の波」活動
 まちづくり防災課（☎33-5631）

　２月12日、国道３号の大原交差点周辺と、国道
270号の払山周辺で「旗の波」活動が行われました。
　集まった参加者は、道路の両側に旗を持って立
ち、行きかう車に安全運転を訴えました。また、登
校する児童や生徒が安全に通学できるよう、子ども
達を見守りました。

※市長の過去1か月の主な活動を掲載しています。

日にち 内　容

２/１(月) ・ 市来農芸高校「和牛甲子園」２年連続最優秀賞受賞報告（市長室）

２/２(火) ・ 衛生処理組合執行部会（市長室）・ 企業誘致に向けた懇談（市長室）
２/３(水) ・ 国保運営協議会（防災センター）

２/４(木)
・ 日本赤十字社県支部評議員会（鹿児島市）
・ 陸上自衛隊国分駐屯地第２中隊長新
任挨拶（市長室）

２/５(金) ・ 「冠嶽園」フォトドラアワード認定式（市長室）
２/８(月) ・ 100歳到達者表敬訪問

２/９(火) ・ 市生涯学習奨励表彰式（防災センター）・ 市行財政改革推進本部会議（串木野庁舎）
２/10(水) ・ 市議会議員全員協議会

２/12(金)

・ 交通事故防止「旗の波」活動
・ 防犯協会青パト隊燃油助成金贈呈式
（防災センター）
・ 県後期高齢者医療広域連合議会定例
会（鹿児島市）

２/13(土) ・ 鹿児島地域植樹祭（日置市）・ 県下一周駅伝日置チーム激励

２/15(月)
・ 旭小学校交通事故ゼロ10,000日達成
記念式典（旭小学校）
・ 市地方創生推進本部会議（串木野庁舎）

２/16(火)
・ 衛生処理組合議会定例会
・ 令和３年度当初予算記者発表
・ 市来農芸高校 営農の門出を励ます会

２/17(水) ・ 駅伝日置地区選手団反省会（日置市）

２/18(木) ・ 市総合教育会議

２/19(金)

・ 椿園「つばき姫とつばき王子の里づ
くり」看板除幕式
・ 神村学園日本語学科留学生スピーチ
コンテスト受賞報告（市長室）

２/22(月) ・ 市議会（開会日）・ 「海鮮まぐろ家」増築内覧会

２/24(水) ・ 市町村長研修会（鹿児島市）

２/25(木)

・ 国保連合会通常総会（鹿児島市）
・ 海江田電機寄付物品（非接触型顔認
識検温器（サーマルカメラ））贈呈式
（市長室）

２/27(土) ・ 市体育協会表彰式（防災センター）
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「若き薩摩の群像」横に
薩摩藩英国留学生記念館ＰＲ看板設置
 観光交流課（☎33-5640）

　鹿児島中央駅東口駅前広場に建立する薩摩藩英
国留学生をモデルにした「若き薩摩の群像」の横に、
薩摩藩英国留学生記念館を紹介するＰＲ看板を設
置しました。これを機に、留学生らに興味を持つ
方々が増え、本市並びに記念館の知名度向上と誘客
促進が期待されます。

高校生のための企業説明会を開催
 水産商工課（☎33-5638）

　２月５日、ホテルアクシアくしきので、市内の高
校生に地元企業への理解や将来の就職を考えても
らうことを目的とした企業説明会を開催しました。
　当日は串木野高校の１・２年生が参加し、地元企
業へ就職した先輩の講演や各地元企業の企業説明
を真剣なまなざしで聞いていました。
　高校生からは、「地元企業の魅力を知り興味を
持った」「地元にも様々な企業があることを知るこ
とができた」などの意見がありました。

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会
クリーンアップ運動を開催しました
 市民スポーツ課（☎21-5120）

　２月28日、クリーンアップ運動～絶対に勝ち隊in
いちき串木野～を開催しました。今回は、令和３年
３月末で閉校となる冠岳小学校142年の歴史に感謝
を込めて、100名の参加者と周辺のごみ拾い等清掃
活動を行いました。
　きれいな街で本市を訪れる方々を迎えるために、
引き続きご協力をよろしくお願いいたします。

～かごしまフォトドライブプロジェクト～
『冠嶽園』がフォトドラアワードに認定！
 観光交流課（☎33-5640）

　かごしまフォトドライブプロジェクト実行委員
会が主催する「写真を撮るために、わざわざ出かけ
てみたくなる、とっておきの鹿児島」のスポット
として、本市の「冠嶽園」が認定され、２月５日、
その認定式が本市で行われました。
　本事業は、『「映える」を撮ろう。クルマと行こう。』
をコンセプトに、鹿児
島県内の豊富な観光資
源の発信及び、新たな
観光資源の発掘・発信
をすることで、世界中
に鹿児島の魅力を伝え
ていくことを目指した
プロジェクトです。
　市では今後も県と連携しながら、
本市の様々な観光資源の魅力を発信
していきます。
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●これからの社会は「ちがいこそが宝物」という話を聞いて、ちがい
を大切に恐れずに自分の意見をしっかりと持って発言していきた
いと思った。
●何か物事を決めるときは、討論ではなく対話をすれば、新しいもの
ができるのではないかと思った。
●「女だから」「男だから」という性別を気にすることなく、「あなたが」
「私が」という個人で聞かれることほど嬉しい事はないと思った。

●今まで相手を尊重することだけがいい事かと思っていたが、自分
の気持ちを伝えて、自分も相手も大事にすることが大切なんだと
知った。
●帰りが遅く怒られることがあり、その度に「もしかしてお母さんは
私のことなんてどうでもいいのかな」と思っていましたが、私のこ
とが心配で大切だから怒るんだということが分かった。

●私は普段自分がどう思うかではなく、相手がどう思うかと考えて
しまいます。自分の気持ちを大切にしてＩメッセージでうまく人
とコミュニケーションをとっていきたいです。
●人との良いコミュニケーションの取り方をこれから身に付けてい
きたいです。

働く女性のストレス対処オンラインセミナー
 水産商工課（☎33-5638）

　２月13日、市防災センターで、市内在住または市
内で働く女性を対象に、働く女性のストレス対処オ
ンラインセミナーを開催しました。ストレスに対し
てどのように向き合うか、またマインドフルネスな
どストレス対処の手法を学ぶことが出来ました。
　この講座は、新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、リモートで行い、一部の参加者は自宅や職
場から、オンラインで参加しました。

新型コロナウイルス感染対策へ寄付
 健康増進課（☎33-5613）

　海江田電機株式会社から、創業60周年を記念し
て新型コロナウイルス感染症拡大防止に役立てて
もらいたいと、市に２台の非接触型顔認識検温器
（サーマルカメラ）の寄付を頂きました。
　本寄付については、串木野庁舎並びに市来庁舎の
ロビーに設置し、感染症予防対策に活用させていた
だきます。
　ありがとうございました。

男女共同参画の気づき
 政策課（☎33-5672）

　市内公立小中学校、高等学校などへ、男女共同参画についての講座を行
いました。「人権について」と「デートDV防止」がテーマの講座に参加し
た生徒の感想の一部とその様子です。

串木野西中学校

串木野高校

市来中学校

市来農芸高校
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第四次いちき串木野市行政改革大綱及び関連計画を策定しました
 経営改革課（☎33-5630）

　本市の行政改革に関する大綱及び関連計画を策定しました。令和３年度から令和７年度までを推進期間と
しており、これらの計画等に基づき更なる行政改革を進めてまいります。

目的 行政改革の取組の基本的な方針を示すもの
基本
方針

人口減少社会に対応した
行政経営の推進

持続可能な
財政運営の推進

市民サービスの向上と
共生・協働の推進

具体的
取　組

・定員管理及び給与の適正化
・効率的な組織機構の推進
・事務の効率化の推進
・ 職員の意識改革と人材育成
の推進

・財政の健全化
・公共施設の見直し
・既存事業の見直し
・積極的な財源確保の取組
・民間委託等の推進
・公営企業等の経営健全化

・市民サービスの向上

・市民と行政の協働の推進

目的 行政改革大綱の実施計画であり、行政改革の具体的な取組を計画的に推進するための指標

推進計画
の項目等

・定員管理計画の着実な推進
・ICTの活用（新規）
・事務事業の見直し
・ふるさと納税の推進　等　　全27項目

財政効果額 ５年間で約20億１千５百万円を目標

基本的な
考え方

将来の定年延長制度を考慮しながら、人口規模に見合うよう再任用職員を含めた職員数は、
職員１人当たりの人口を80人以上とすることを基本とした上で、会計年度任用職員など多
様な勤務体系の職員を含めた定員管理を行い、総人件費の抑制に努める。

基本目標

⑴ 　令和７年度における再任用職員、定年延長職員を含めた職員を322人、会計年度任用
職員を加えた総職員を508人として定員管理を行う。
⑵　再任用職員は短時間勤務を基本とする。
⑶ 　新規職員の採用は、年齢構成の平準化のため定期的に採用を行い、退職者数などを考
慮しながら年度毎に決定する。

目標職員数

目的 長期財政見通し（10年間）を踏まえ、将来にわたって持続可能な財政基盤の確立を図る。

具体的
取組方針

⑴　持続可能な財政構造の確立を図るため、次期財政改善計画を踏まえた予算の編成
⑵　歳入の確保
⑶　人件費を含めた内部管理経費の節減
⑷　事務事業の見直し及び公共施設適正化の着実な実施
⑸　普通建設事業の厳選・抑制による市債残高の縮減

財政推計
の手法

中期財政見通しで基金等を充当しながらも更なる歳出削減・歳入確保に取り組み、
20億１千５百万円の行革効果額を生む事で、持続可能な財政運営を図る。

※大綱及び各計画の詳しい内容については、市ホームページに掲載してありますので、ご覧ください。

１．第四次いちき串木野市行政改革大綱

２．第四次いちき串木野市行政改革大綱推進計画（経営適正化プラン）

３．定員管理計画

４．財政改善計画

 （人）
区分／年度 Ｒ２ Ｒ７ 増減

職
員

一　般　職　員 318 271 △47
再任用・定年延長職員 14 51 ＋37
小　　　　　計 332 322 △10

会計年度任用職員 244 186 △58
合　　　計 576 508 △68
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1　生涯学習講座（年間講座）

①　グラスアート講座 新

仕上がりはステンドグラス風で素敵！
簡単手軽に作品作り
定員　10名
場所　中央公民館
第２金曜　14：00 ～ 15：30
全９回　５/14開講

②　ウクレレ入門講座 新

ウクレレの弾き方を学び簡単な曲の
演奏を楽しむ　（楽器は各自持参）
定員　10名
場所　市来地域公民館
第２水曜　14：00 ～ 15：30
全10回　５/12開講

③　花と野菜の栽培講座 新

季節の花と野菜の植え方・
育て方を学ぶ　実習有り
定員　10名
場所　市来地域公民館
第１水曜　９：30 ～ 11：30
全８回　６/２開講

④　ノルディックウォーキング講座
ポールを使って無理なく楽しく
ウォーキング　ポール貸出有り
定員　20名
場所　いちき秀栄ドーム他
第２・４木曜　９：30 ～ 11：30
全10回　５/13開講

⑤　郷土の歴史と文化を学ぶ講座
郷土の歴史や文化についての
学習や史跡めぐり
定員　25名
場所　中央公民館
第１金曜　９：30 ～ 11：30
全10回　５/７開講

⑥　庭木の手入れ講座
庭木の整枝についての
基礎講座　実習有り
定員　20名
場所　市来地域公民館
第３木曜　９：00 ～ 11：00
全10回　５/20開講

⑦　切り絵講座
アートナイフで模様を切り
取って作る切り絵の作品作り
定員　10名
場所　中央公民館
第１・３火曜　19：00 ～ 20：30
全10回　５/18開講

※材料代等は自己負担となります。
※受講者決定は申込者全員へ連絡します。
※ 定員を超えた場合には、初心者を優先または抽選
で決めます。（定員に満たない際は開講しない場
合有り）
※ 短期講座募集は随時「広報いちき串木野」に掲載
予定。

●申込方法　申込書を４/９（金）までに社会教育課・中央公民館・いちきアクアホールへ提出。
　　　　　　ＦＡＸ36-5044（社会教育課）または市のホームページからも申込可。
●問 合 せ　社会教育課　☎21-5128

令和３年度　生涯学習講座（年間講座）申込書　　　　締切４/９（金）

フリガナ

住　所

(〒　　　　　　　　）
いちき串木野市

 

電話（ ）

氏　  名

 （　　　　）才

希望講座
①

希望講座
②

（切り取り線）

生涯学習講座受講生募集及びいきいき大学参加のご案内
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大　学　名 会　場 時　間 第１回目の開講予定日
冠岳　いきいき大学 冠岳交流センター

10：00～11：00

５月６日（木）
生福　いきいき大学 生福交流センター ５月26日（水）
上名　いきいき大学 上名交流センター ５月10日（月）
中央　いきいき大学 市民文化センター ５月25日（火）
照島　いきいき大学 照島交流センター ５月18日（火）
旭　　いきいき大学 旭　交流センター ５月19日（水）
荒川　いきいき大学 荒川交流センター ５月17日（月）
羽島　いきいき大学 羽島交流センター ５月11日（火）
土川　いきいき大学 土川交流センター 14：00～15：00 ５月11日（火）
市来　いきいき大学 市来地域公民館 10：00～11：00 ５月24日（月）
川上　いきいき大学 川上小学校多目的ホール ９：30～10：30 ５月21日（金）

2　誰でも参加できる　いきいき大学　高齢者元気度アップ・ポイント対象事業

●開 講 日　５月（翌年３月まで11回）
●学習内容　生きがいづくりや健康づくり、一般教養など１時間程度
　　　　　　参考：（令和２年度の講座内容）
　　　　　　　　　 いちき串木野の楽しいお話、消費生活講座、防災について、認知症について
　　　　　　　　　健康作り、読書のすすめ、脳卒中を知ろう、ふるさとのビデオ歳時記
　　　　　　　　　世界に誇る薩摩切子
●申込方法　 参加希望の方は、社会教育課・中央公民館・アクアホールへ申込書を提出してください。年齢

は問いません。60歳代前半の方も受講しています。
●問 合 せ　社会教育課　☎21-5128

令和３年度　いきいき大学参加申込書

フリガナ

住　所

(〒　　　　　　　　）
いちき串木野市

 

電話（ ）

氏　  名

 （　　　　）才

参加する大学名

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）いきいき大学

（切り取り線）

～ 学びあい　ともに輝く人生を ～ 社会教育課（☎21-5128）
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令和３年度　いちき串木野市スポーツカレンダー

【市　内　ス　ポ　ー　ツ　施　設　関　係】　※総合体育館関係は別掲
月 日 曜 大　　会　　（行　　事）　　名 会　場 月 日 曜 大　　会　　（行　　事）　　名 会　場

４

４ 日 第34回串木野テニスダブルス大会 市庭球場

10

10 日 第15回市民体育大会 多目的Ｇ
18 日 市春季ゲートボール大会 秀栄ドーム 13 水 第16回市小学校陸上記録会 多目的Ｇ
22 木 日置地区春季交流グラウンド・ゴルフ大会 多目的Ｇ 日置地区中学校新人体育大会ソフトテニス競技（～14日） 市庭球場
24 土 第22回市合気道演武会 串中武道館 17 日 第33回秋季九州南部地区連盟大会　少年野球 多目的Ｇ

５

９ 日 第９回中央地区グラウンド・ゴルフ大会 多目的Ｇ 19 火 県交流グラウンド・ゴルフ日置地区予選会 多目的Ｇ
第45回市内ソフトテニス大会 市庭球場 23 土 第44回市秋季グラウンド・ゴルフ大会 多目的Ｇ

16 日 第76回春季職域ソフトボール大会 多目的Ｇ 第43回Ｂ＆Ｇ杯少年剣道錬成大会 Ｂ＆Ｇ
第33回Ｂ＆Ｇ杯女性ミニバレーボール大会 Ｂ＆Ｇ 24 日 身体障害者協会運動会 串体セ

22 土 第43回市春季グラウンド・ゴルフ大会 多目的Ｇ 第33回秋季九州南部地区連盟大会　少年野球 多目的Ｇ
27 木 すこやかおせんしのグラウンド・ゴルフ大会 多目的Ｇ 31 日 第３回市アーチェリー大会 市来運動場
30 日 第34回夏季九州選手権南部連盟予選大会　少年野球 多目的Ｇ 第13回照島地区パークゴルフ大会 パークゴルフ場

６

６ 日 第34回夏季九州選手権南部連盟予選大会　少年野球 多目的Ｇ

11

２ 火 第12回高齢者クラブパークゴルフ大会 パークゴルフ場
８ 火 日置地区中学校総合体育大会ソフトテニス競技（～９日）市庭球場 ３ 水 第９回汐見旗争奪ソフトボール大会 多目的Ｇ
13 日 第34回夏季九州選手権南部連盟予選大会　少年野球 多目的Ｇ

７ 日

県社会人サッカーリーグ 多目的Ｇ

20 日
第15回市長旗争奪軟式野球大会 多目的Ｇ 第47回シーサイドソフトテニス大会 市庭球場
市ゲートボール選手権大会 秀栄ドーム 第50回照島地区グラウンド・ゴルフ大会 長崎鼻ソ場
第９回中央地区混成ミニバレーボール大会 Ｂ＆Ｇ 第32回ママさんバレーボール日置地区争奪戦大会 市来体育館

７

４ 日 第49回照島地区グラウンド・ゴルフ大会 長崎鼻ソ場 12 金 第44回全国選抜高校テニス大会九州大会（～14日） 市庭球場
第41回ママさんバレーボール日置地区親睦大会 市来体育館

14 日
第24回Ｂ＆Ｇ杯少年柔道錬成大会 Ｂ＆Ｇ

７ 水 日置地区県民体育大会選考会（ボウリング） 串木野
ゴールデンボウル

市スポーツ少年団本部旗ソフトボール大会 川北スポーツ公園
14 水 日置地区県民体育大会選考会（ボウリング） 第30回焼肉なべしま杯大会　少年野球 多目的Ｇ

22 木 第９回親子サーフィン教室 照島海岸
21 日

第15回市地区対抗駅伝競走大会 新港周辺
第15回市交観グラウンド・ゴルフ大会 多目的Ｇ 第30回焼肉なべしま杯大会　少年野球 多目的Ｇ

24 土 第16回市陸上選手権大会 生冠中 市秋季ゲートボール大会 秀栄ドーム
29 木 第41回Ｂ＆Ｇスポーツ鹿児島県大会 Ｂ＆Ｇ艇庫 28 日 第41回秋季職域ソフトボール大会 多目的Ｇ・市来運動場

８

１ 日
第７回海童旗争奪ソフトボール大会 多目的Ｇ 第14回さのさ銃剣道大会 市来武道館
第69回照島地区小中学生球技大会 串体セ

12

５ 日 第14回連盟旗争奪軟式野球大会 多目的Ｇ
第15回市水泳選手権大会 串西中プール 令和３年度市来審査会 市来弓道場

15 日 第４回市会長杯アーチェリー大会 市来運動場 12 日 県社会人サッカーリーグ 多目的Ｇ
21 土 第34回全九州鹿児島大会　少年野球 多目的Ｇ

19 日

第16回市ロードレース大会 新港周辺
22 日 第29回若鷲旗争奪ソフトボール大会 多目的Ｇ Ｂ＆Ｇクリスマス会 Ｂ＆Ｇ
23 月 第37回市長旗争奪ナイターソフトボール大会（～９月３日）※土日は除く 多目的Ｇ ゲートボール打ち納め大会 秀栄ドーム

28 土 第24回「海の日」Ｂ＆Ｇマリンスポーツ大会 Ｂ＆Ｇ艇庫 令和３年度市来地域弓道大会 市来弓道場
第37回宮之原杯中学校新人ソフトテニス大会 市庭球場 令和３年度串木野地域弓道大会 串木野弓道場

29 日 県社会人サッカーリーグ 多目的Ｇ

１

８ 土 第10回新春ソフトテニス打ち初め大会 市庭球場

９

３ 金 第３回南九州Ｕ８・９サッカー大会（～５日） 多目的Ｇ ９ 日 ゲートボール打ち初め大会 秀栄ドーム
４ 土 第14回市長杯パークゴルフ大会 パークゴルフ場 16 日 第27回市サッカー選手権 多目的Ｇ

５ 日 第16回市剣道選手権大会 串小体育館 30 日 第18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
第15回市民ゴルフ大会 ※未定

２

６ 日 市ソフトボールスポーツ少年団送別大会 多目的Ｇ
11 土 第６回市長杯公民館交流グラウンド・ゴルフ大会 多目的Ｇ 第17回市さわやかボウリング大会 串木野ゴールデンボウル
19 日 第34回フレッシュリーグ・ジュニア大会（～20日） 多目的Ｇ 13 日 日置地区ソフトボールスポーツ少年団送別大会 多目的Ｇ
21 火 第51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 20 日 第27回市サッカー選手権 多目的Ｇ
22 水 第13回高齢者クラブグラウンド・ゴルフ大会 多目的Ｇ 24 木 第16回市グラウンド・ゴルフ交観大会 多目的Ｇ
25 土 第14回Ｂ＆Ｇ杯パークゴルフ大会 パークゴルフ場 27 日 第35回春季九州選手権南部連盟予選大会　少年野球 多目的Ｇ
26 日 第68回串木野弓道大会 串木野弓道場

３

５ 土 第37回串木野さのさ杯4年生以下サッカー大会（～６日）多目的Ｇ・市来運動場
13 日 第36回木場彦杯家庭婦人バレーボール大会 市来体育館
19 土 いちき桜サッカー大会（～20日） 多目的Ｇ
20 日 第14回レクリエーションダンス発表会 アクアホール
26 土 第35回春季九州選手権大会　少年野球（～27日） 多目的Ｇ

★特別国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」
　令和５年10月７日（土）～10月17日（火）
★特別全国障害者スポーツ大会「燃ゆる感動かごしま大会」
　令和５年10月28日（土）～10月30日（月）

●●•●●●•●●●•●●●•●●●•●●●•●●●•●●

●●•●●●•●●●•●●●•●●●•●●●•●●●•●●

•

●
●
●•

●
●
●•

•

●
●
●•

●
●
●•

市民スポーツ課及びスポーツ推進委員は、皆さまの市民スポーツ課及び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・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」「マイライフ・マイスポーツ運動」
を推進しています。を推進しています。

開催決定！
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～人が輝き　文化の薫る　世界に拓かれたまち～ 市民スポーツ課（☎21-5129）

【総合体育館関係】
月 日 曜 大　　会　　（行　　事）　　名

４
３ 土 南九州４県対抗バスケットボール大会（～４日）
10 土 南九州４県対抗バスケットボール大会（～11日）
17 土 全九州バレーボール総合選手権選考会（高校）（～18日）

５

7 金 日置地区高体連春季バドミントン大会　
9 日 第46回市バスケットボール選手権大会
16 日 県中学校剣道大会
23 日 第36回市空手道選手権大会

６

６ 日 第51回市内卓球大会
８ 火 日置地区中体連総合体育大会　バスケットボール（～９日）
10 木 日置地区中体連総合体育大会　卓球
18 金 全九州高等学校総合体育大会バレーボール競技(～20日）
27 日 2021年度少林寺拳法鹿児島県大会

７

３ 土 天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会県予選
４ 日 日置地区県民体育大会選考会（バドミントン）
11 日 日置地区県民体育大会選考会（バスケットボール）
24 土 第４回県地区選抜対抗ミニバスケットボール大会（～25日）
27 火 県中学校総合体育大会卓球競技大会（～28日）
31 土 県小学生バレーボール夏季大会（～８月１日）

８
７ 土 日置カップ（バスケットボール大会）
８ 日 県市町村対抗剣道大会
29 日 第41回西薩地区中学校バレーボール大会

９

11 土 第25回2021FIDジャパン・チャンピオンシップバスケットボール大会
18 土 第28回全九州大学バスケットボールリーグ戦（～20日）
26 日 県民体育大会（柔道競技）
29 水 日置地区高体連秋季バドミントン大会

10

２ 土 第49回県下ミニバスケットボール選手権大会（～３日）
５ 火 すこやかおせんしのスポーツ大会
13 水 日置地区中学校新人体育大会バスケットボール競技（～14日）
15 金 日置地区中学校新人体育大会卓球競技
16 土 全国高等学校バスケットボール選手権大会県予選（～17日）
23 土 全国高等学校バスケットボール選手権大会県予選（～24日）

11
５ 金 第73回全日本高等学校バレーボール選手権大会県予選（～６日）
21 日 県小学生バレーボール男女優勝大会
27 土 第22回全九州卓球選手権大会（中学生の部）県予選（～28日）

12
５ 日 第22回串木野ライオンズクラブ学童親善ドッジボール大会
12 日 県中学校新人剣道大会
18 土 令和３年度第66回県高等学校新人剣道大会（～19日）

１

８ 土 第49回全国高等学校選抜卓球大会県予選会
９ 日 串木野ウィンターカップバスケットボール大会（～10日）
15 土 第64回県下中学新人卓球大会兼全国中学選抜卓球大会県予選（～16日）
23 日 県高等学校剣道選手権大会
30 日 第18回浜野食品杯さのさ旗争奪小学生バレーボール大会

２

５ 土 県小学生バレーボール送別大会（～６日）
９ 水 第61回県高等学校春季卓球大会（～11日）
13 日 第15回市柔道大会
20 日 第57回市内バドミントン大会
26 土 鹿児島センターブロックバスケットボール大会（～27日）

３
５ 土 県小学生バレーボール新人大会（～６日）
12 土 日置地区交歓バスケットボール大会（～13日）
19 土 南九州選手権バスケットボール大会（～21日）

★　紙面の都合により掲載していない行事等もあります。

【問合せ】

令和３年４月１日よりスポーツ施設の担当課が変わります。
◆市民スポーツ課（市来庁舎） ☎21-5129
　※ 令和３年３月31日までは、市民スポーツ課へお問い合わせく
ださい。

◆シティセールス課（串木野庁舎） ☎33-5642
　※ 令和３年４月１日からは、シティセールス課へお問い合わせ
ください。

◆総合体育館 ☎32-8588
　※休館日…月曜日、12/29 ～翌年１/３
　（月曜日が休日の場合は、その日後最も近い休日でない日）

◆多目的グラウンド・庭球場・市来運動場　 ☎33-2788
　※休場日…12/29 ～翌年１/３

◆串木野体育センター・長崎鼻公園ソフトボール場 ☎32-1899
　※休館日…月曜日、12/29 ～翌年１/３

◆市来体育館・市来武道館・市民プール
　（川北スポーツ公園・秀栄ドーム）　 ☎36-2881
　※休館日…月曜日、12/29 ～翌年１/３

◆Ｂ＆Ｇ海洋センター
　（体育館・武道館・艇庫・プール） ☎32-8994
　※休館日…月曜日、12/29 ～翌年１/３

◆いちき串木野パークゴルフ場 ☎32-8118
　※休場日…12/30 ～翌年１/１

【主なスポーツ施設】
◆市総合体育館（バレーボール４面、バスケットボール３面、
　　　　　　　　バドミントン14面）
◆市庭球場（コート８面、内４面夜間照明施設）
◆旭運動広場
◆多目的グラウンド
　　　（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（野球１面、ソフトボール２面）
◆市来体育館（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（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（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）

※ ニュースポーツの貸し出しについては、数量に限りがあります
ので、事前に総合体育館・串木野体育センター・市来体育館に
お問い合わせください。
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防災行政無線機を活用しましょう！
 まちづくり防災課（☎33-5631）

　市では、各家庭に対し、防災行政無線機（戸別受信機）の無料貸し出しを行っています。転出や転居する
方は、まちづくり防災課へ返却してください。
　また、転入・転居し、まだ設置していない方はまちづくり防災課へご連絡ください。

【症状１】
放送はちゃんと受信している
が、「電池を交換してください」
とよく音声が流れる。
　 ⇒掃除機などを使用する際に
戸別受信機の電源コードをコ
ンセントから抜いていません
か？
　 　電源コードを抜いてしまう
と自動で電池に切り替わり、
電池が消耗し、数日で電池が
切れてしまう場合もあります。
　 　電源コードはできるだけ抜
かないようにしましょう。

【症状２】 　電源ランプ（緑色）はついているが、放送がまった
く聞こえない。

　 ⇒落雷等により正常に動作していません。この場合、うら側
の主電源スイッチ（黒色）を切って、再び入れ直してください。
この操作で戸別受信機がリセットされます。
　 　その後、時報や定時放送を確認し、それでも症状が改善し
ない場合は、まちづくり防災課へご連絡ください。

【症状３】　雑音がして、放送が聞きにくい。
　 ⇒ＦＭラジオの雑音が入っている可能性があります。ＦＭラ
ジオを消したい場合は、機能選択ボタン（上の図Ａ）を押して、
切り替えてください。機能選択ボタンを押すことで、次の４
つの状態に変わります。
　「時計表示」「消灯」………………ＦＭ放送ＯＦＦ
　「ＦＭ周波数表示」「時計表示」…ＦＭ放送ＯＮ

おもて

う　ら

※ 詳細な説明書については、市ホームページ
でも確認できます。

こんなことありませんか？

Ａ機能選択ボタン
通常「電源」は「みどり」です。停電等によ
り電池で動いている時は「あか」になります。
電池の動作時間は新品で24時間が目安です。

電池の交換時期になると「あか」になり、お
知らせします。

電池交換の仕方
●電池カバーを開き、中の電池を交換します。
● 電池は新しいものを！（単二または単三の
アルカリ電池が２本必要です）

主電源スイッチ（黒色）
● 落雷等の影響により、放送が全く聞こえな
くなった場合に、このスイッチを入れ直す
ことで再び聞こえるようになる場合があり
ます。
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子育て世代包括支援センター
VOL 9

子育て世代包括支援センター（☎24-8311)

あいびれっじは、お子さんのすこやかな成長をサポートする応援団です。

令和 3年 4月から、いちき串木野市の妊婦さんを対象とした

「プレママさんのリラックスサロン」が
スタートします！

「プレママさんのリラックスサロン」が
スタートします！

　新しい子どもさんの誕生を心待ちにしながら、だれかとお話したい、癒しの時間を作りたいと思って
いる妊婦さんも多いのではないでしょうか。いちき串木野市では、令和３年度から毎月 1回、あいびれっ
じの公認心理師・岩元先生のお話はもちろん、リンパマッサージやマタニティヨガなどリラックスでき
る講座を開催することとなりました。全２回コースになります。

●対象者　いちき串木野市にお住いの妊婦さん（16週以降）
　　　　　(里帰り先がいちき串木野市の方も対象となります )

●開催日　毎月第 3月曜日　
　　　　　（9月と 1月は月曜祝日のため日程変更があります）

●時　間　１３：３０～１５：３０（受付：１３：００）

●場　所　串木野健康増進センター 2階（和室）

●定　員　各回 10名　（定員に達しましたら受付終了とします）

●申込み　あいびれっじ　☎２４－８３１１（平日 8：30～ 17：00）
　　　　　　※申込み時に、妊娠週数、産婦人科の先生からの参加の許可をいただいているか確認いた
　　　　　　　します。
　　　　　　※託児については事前にご相談ください。
　　　　　　※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、マスク着用・手指消毒・会場の換気等
　　　　　　　を行い、事前の体温測定をお願いしています。
　　　　　　　また、体調不良や発熱・感染症がある方は参加をお控えください。
　　　　　　※新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、中止となる場合もあります。

申込締切
4/2（金）あいびれっじ　☎２４－８３１１

【第１回目の開催】 4月１９日（月）１３：３０～１５：３０
助産師からのお話、公認心理師による
コミュニケーションワーク、リンパマッサージ内容　

【第 2回目の開催】５月１７日（月）１３：３０～１５：３０

助産師からのお話、マタニティヨガ内容　

19



いちき串木野電力 おトク
だけじゃない。
皆さまの暮らしをもっともっと

安心・快適・身近に!

●電話：33-6000　●所在地：昭和通111（串木野庁舎前）
●土曜日も営業しています（9:00～17:00）※日・祝休み

vol.12
今月のコラムニスト
樫村 美代子

ickkskn2016

4月から春のキャンペーンを開始!!

手続きは簡単！ご契約がまだの方は是非お問い合わせください！！

地域おこ
し協力隊からの

　こんにちは！協力隊のカッシーです☆彡
　だんだんと春らしくなってきましたが、皆様いかがお過
ごしでしょうか？
　私も本市に来てから２度目の春を迎えることができ、
ホッとしながらも毎日の活動に励んでいます。
　さて、春といえば桜のシーズンでもありますね。桜とい
えば「観音ヶ池市民の森」が県内有数の桜の名所です。私
も昨年桜のシーズンに何度か訪れましたが、国道３号線か
ら公園に向かうまでの道のりも、桜のトンネルのような景
色が広がっていて本当に素晴らしい風景でした。園内には
「さくら饅頭」で人気の観音茶屋があったり、元気で可愛
いヤギやアヒル達もいたり、池を眺めながら園内一周や遊
歩道を散歩していると、気分もリフレッシュして心が洗わ
れていくようです。
　また最近は、新型コロナウイルスの影響でキャンプ人口
の増加に伴い、観音ヶ池でもキャンプをしている方が大変
多くなりました。桜を見ながらキャンプやバーベキューな
どが楽しめる絶好の場所ですが、「キャンプ用品がない！！」という方も、ログハウスを完備していますので気軽
に宿泊（１棟１泊4,000円～寝具等別料金）できます。１年中さまざまな景色を見ながらレジャーを楽しむことが
でき、ゆったりのんびりできる場所でもあります。
　３月20日には観音ヶ池で農産物など地域の逸品を集めたイベントを企画しました。今後もいろいろなイベントで
皆さんに喜んで頂けるよう考えていますので、楽しんでいただければと思います。

●観音ヶ池市民の森に関する問合せ　指定管理者㈱石原建設　☎36-2207

地域おこ
し協力隊からの

いちき串木野電力 ◆しみん応援プラン ◆はぐくみ応援プラン ◆いきいき応援プラン ◆公民館運営支援◆しみん応援プラン ◆はぐくみ応援プラン ◆いきいき応援プラン ◆公民館運営支援
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【 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

薩摩藩英国留学生記念館（☎35-1865）

みんなでつくろう　安
全・安心の街

地域安全ニュース ～毎月11日は「地域安全推進の日」～
令和 3年３月号　 まちづくり防災課 ☎3 3 - 5 6 3 1

心も身体もリフレッシュ

～青パト隊へ燃油助成金を交付！～

　２月 12日、市内の青パト隊へ活動を支援するため車両
の燃油代の一助として、いちき串木野地区防犯協会から助
成金が交付されました。
　現在、市内では、隊員 129名、車両台数 51台で活動し
ていただいており、今回は、川上、生福、羽島、旭、串中、警友
会の６青パト隊から各隊長が出席し、防犯協会会長の田畑
市長から交付されました。会長からは、地域の安心・安全
のため献身的に活動していただいていることへ、感謝とね
ぎらいの挨拶がありました。

～新型コロナウイルスワクチン接種をかたる詐欺に用心！！～

　全国で新型コロナウイルスワクチン接種の準備が進むなか、
これに便乗して、「接種の手続をするのにお金が必要なので、急
いで振り込むように」などと言って、お金をだまし取ろうとする
事案が報告されています。
　市役所や保健所、医療機関などからワクチン接種のために電
話で「お金」を要求することはありません。このような電話や
メールがきた時は、すぐに返事をせず、まずは家族に相談しま
しょう。また、最寄りの警察へ連絡しましょう。

　春の風が心地よく、サイクリングには絶好の季節となりました。海に面し、アコウの木や玉石積の石壁など
独特な雰囲気が漂う羽島地区。自転車で散策すると普段見慣れた風景も目線が変わり、いろんな「気づき」を
得ることができます。そこで今回は、当館のレンタサイクル（電動アシスト付き）
を利用し、２時間で楽しめる羽島のお薦めスポットをご紹介します。
　まずは太郎太郎祭で知られる羽島崎神社。約200年の歴史を誇る太郎太郎
祭は豊作豊漁と子どもの成長を祈る春の大祭で、毎年旧暦2月4日（今年は3月21
日）に開催されています。白い鳥居をくぐり参道を進むとまず目に入るのが、明治
期に羽島が生んだ孤高の歌人「萬造寺斉」の望郷歌の歌碑です。社殿の左側に
は学問の神様「菅原神社」、また世界初の露和辞典を作ったゴンザ（羽島出身
と言われる）を祀った「ゴンザ神社」、奥には「願いの鐘」があり、三回鳴らすと
「過去不幸消滅」「現在諸願成就」「未来福徳円満」の願いが叶うと言われて
います。
　次のスポットは、夕暮れ時の白浜温泉。温泉で汗を流した後は、併設のコー
ヒースタンドで珈琲をテイクアウトし、展望デッキへ。眼下に見える白い砂浜が
段々と朱色に染まり、水平線がオレンジ色に染まる光景はまさしく映画のワン
シーンを思わせてくれます。
　黎明の地で先人たちの偉業に思いを馳せた後は、レンタサイクルで羽島の
魅力を堪能するのはいかがでしょうか。心も身体もリフレッシュできると思います。

　薩摩藩英国留学生記念館スタッフ　畠中　敬子
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