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迎春
新年のごあいさつ いちき串木野市長

田 畑 誠 一

新年あけましておめでとうございます
　市民の皆様には、日頃から市政に対する温

かいご理解と絶大なご協力を賜り、厚くお礼

申し上げます。お陰様をもちまして、これま

で着実に市政発展への基盤を固めてまいるこ

とができました。ここに新年を迎え、本市の

一段の躍進を期して、市政発展に邁進するこ

とをお誓い申し上げます。

　私、昨年10月の市長選挙におきまして、市

民の皆様の力強いご支援により、当選の栄に

浴し、引き続き四期目のいちき串木野市政の

舵取り役を担うこととなり、その責任の重大

さに身の引き締まる思いがいたしておりま

す。首長とは、ろうそくのような人間でなけ

ればいけないと常々思っております。自分自

身の身を燃やして世の中を明るくする、そん

な気持ちを胸に、市民の皆様が夢や希望を持

てる基盤づくりを確実に進め、このまちに住

んでよかった、このまちは楽しい、将来の夢

が描ける、そういう未来が明るいまちを目指

して、全身全霊を注ぎ市政に当たる所存であ

ります。

　さて、先の選挙において市民の皆様と共に

このまちの未来に夢を描き、若者に希望の持

てる明るく確かなまちづくりを行いたいとの

思いで、重要課題への挑戦をマニフェストと

して掲げました。

　まず、少子化対策、子育て支援の充実であ

ります。人口減少の問題は、いまや一地方の

問題にとどまらず、国家を挙げて取り組むべ

き大きな課題でありますが、なんとしても人

口減少の流れに歯止めをかけたいという思い

であります。そのため、幼稚園、保育園の無

料化をまずは第２子以降の３歳から５歳児に

ついてスタートさせます。また、現在中学校

卒業までの医療費無料化を今後高校卒業まで

拡大する方向で検討を進めていきたいと考え

ています。そのほか、子育て支援センターの

増設や、子どもを地域で守り育てる寺子屋制

度の創設、出会いカップル結婚新生活支援制

度などを実施してまいります。

　教育、文化、芸術の振興では、公立の小中

学校・幼稚園へ、エアコン設置を平成30年、

31年の二か年かけ、鹿児島県内のトップを

切って、すべての普通教室に実施したいと考

　

国際交流員による英語教育支援 市民体育大会での高齢者の活躍 ふるさと納税 昨年10月に落成した野平交流センター
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えております。そのほか、国際交流員による

幼稚園、保育園の英語教育支援や、語学指導

外国人増員による小中学校英語教育の充実、

学校給食センターの新設などを進めてまいり

ます。

　食のまち、観光交流の推進では、ふるさと

納税10億円への挑戦のほか、外国からの旅行

者を含めた生活体験、農家民泊事業、観音ヶ

池市民の森公園の整備、冠岳文化芸術村構

想、ウォーキング大会・レジャーマラソンの

開催、地域FM局の開局についても検討した

いと考えております。

　高齢者福祉・障がい者福祉においては、生

涯元気で活躍できるボランティアの場づくり

に取り組んでまいります。今日の豊かな社会

を築いていただいた高齢者、そして障がい者

の皆さんには感謝の気持ちを忘れずに、皆さ

んが幸せを実感できる社会を実現していかな

ければと思っております。

　また、女性が輝く社会づくりは極めて肝要

であります。女性の皆さんの感性や視点を市

政に反映させる女性委員会の設置や、各種審

議会、行政委員会等への女性委員の登用拡

大、併せて市役所女性管理職の積極的登用な

どにも取り組んでまいります。

　農林商工業水産業の振興においては、新ブ

ランド農産物の形成や後継者対策、マグロ漁

業の新規就労者支援制度の充実、地場産品の

海外販路拡大、商店街の振興に取り組んでま

いります。

　企業誘致、再生可能エネルギー促進につい

ては地場産業への支援のほか、西薩中核工業

団地無償貸与、最大３億円補助等の優遇制度

を活かした企業誘致を推進してまいります。

串木野新港の活用については、クルーズ船寄

港の誘致を進めるとともに、甑島架橋完成を

見据えた受け入れ体制整備に取り組んでまい

ります。また、串木野新港は中国への木材輸

出が拡大しており、一昨年は２万トン、昨年

は倍の４万トンが輸出されており、この実績

を活かしながら、引き続き開港指定に取り組

んでまいります。

　行財政改革の推進については、第３次行革

大綱による行財政改革の推進を基本に、人口

減少に対応した市役所の体制づくりや地区ま

ちづくり協議会活動の支援と交流センター機

能の充実等に取り組んでまいります。

　平成17年に初代市長に就任して以来、初心

を忘れることなく、本市の発展に情熱を持っ

て邁進してまいりました。これまで築き上げ

た基盤を活かしながら、次の世代に希望の持

てる、明るいふるさとづくりを目指してまい

ります。「夢をかたちに　輝く未来を子ども

たちに」、未来に誇れるいちき串木野市を築

いていくため、本市が目指す将来都市像「人

が輝き　文化の薫る　世界に拓かれたまち」

の実現を目指し、創意工夫し、住みやすい、

元気のあるまちづくりを進めてまいります。

　市民の皆様にとりまして、この１年も良き

年でありますよう祈念申し上げ、新春のあい

さつといたします。

市来農芸高校ブランド「金の桜黒豚」 岩田産業㈱と立地協定締結 シンガポールでの日本食総合見本市 誘客促進のため整備計画中の観音ヶ池市民の森公園
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おしらせ版
　気温が氷点下になると、水道管が凍結して水が
出なくなったり、破裂したりする場合があります。
●凍りやすい水道管には必ず防寒を
　・�屋外で風が直接吹きつける場所にある水道管
　・北側の日陰にある水道管
　・むき出しになっている水道管
　・温水器のむき出しになっている配管部分
●防寒のしかた
　①�水道管が露出している
場合などは、市販の保温
材で完全に包む。

　②�不要となった毛布や布
で覆い、ひもでしばり、
上からビニールなどを
巻いて、濡れないように
する。

　③�メーターボックスの中
には、毛布や布きれなど
を入れ、メーターボック
スの上に段ボールなど
をのせて保温する。

　※�寝る前に、少量の水を流
すと凍結しにくくなり
ます。浴槽やバケツなど
に貯めておいた水は洗
濯等にお使いください。

●凍って水が出なくなった
ときの対処法
　・蛇口を開け、自然にとけるのを待つ。
　・�凍った部分（むき出しになっている水道管）
にタオルをかぶせ、ぬるま湯をゆっくりかけ
てとかす。

　　（注）�いきなり熱湯をかけると、水道管や蛇
口が破裂することがあります。

●寒かった日は漏水の確認を
　�　凍結で水道管が破裂す
ると漏水につながりま
す。寒かった日は水道メー
ターを見て、漏水がないか
確認しましょう。
　�　家の中の蛇口を全部閉
めても、水道メーターのパ
イロットマークが回転し
ている場合は、漏水の可能
性があります。
　�　早めに指定給水装置工
事事業者に調査・修繕を依
頼してください。
●問合せ　上下水道課　☎21-5156

　市学校給食会では、平成30年度給食物資の納入
を希望する事業者の指定願申請を受け付けます。
●受付期間　１月15日（月）～１月26日（金）
●受付場所　市学校給食会
　　　　　　（串木野または市来学校給食センター）
●資　　格
⑴原則として市内に営業所があること
⑵引続き１年以上同種の営業を継続していること
⑶衛生管理の徹底を図っていること
⑷�年１回以上の検便（大腸菌O-157・赤痢菌・
サルモネラ菌等）を実施していること
⑸市税を納期到来分まで完納していること
⑹物資納入業者指定選定基準を満たしていること
※�この指定有効期間は１年間です。引き続き希望
する事業者も新たに申請が必要です。
●問 合 せ　串木野学校給食センター　☎33-0239
　　　　　　市来学校給食センター　　☎36-2142

水道管の凍結にご注意を！
上下水道課（☎21-5156）

平成30年度学校給食用物資の
納入希望者の受付

学校給食センター（☎33-0239）

　臨時職員を募集します。応募する方は、履歴書
を串木野庁舎総務課もしくは市来庁舎市民課に提
出してください。

臨時職員募集
総務課（☎33-5625）

職 種 環境センター作業員（収集） 介護認定調査員

募集人数 １人 １人

業務内容 塵芥収集業務
高齢者等の自宅等を
訪問し、日常生活動
作や認知症の状況等
の確認

雇用期間 ２月１日（木）～３月31日（土）
※更新する場合あり

勤務時間
８：30～16：30
月22日程度

（土曜祝日勤務有）
９：00～17：00
（土日祝日除く）

賃 金 時給810円 月給168,000円

資 格 等 普通自動車運転免許
普通自動車運転免許
社会福祉施設や医療
機関等での介護・看
護の実務経験

募集期限 １月18日（木）まで

選考方法 面接（日時は後日連絡）

担 当 課 環境センター
☎32-2388

健康増進課
☎33-5673

第３回フォトコンテスト
　　　　　　　●募集期間　1月1日（月）～
　　　　　　　　　　　　　　1月31日（水）
　　　　　　　●テーマ　『日常』
　　　　　　　●「写真部門」
　　　　　　　　A4プリントで応募
　　　　　　　●「WEB部門」
　　　　　　　　市HPからデータで応募
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　法人または個人が家屋の屋根・土地等に設置し
た太陽光発電システムは、償却資産として固定資
産税が課税される場合があります。
　１月１日（賦課期日）現在で当該設備がある方
は、次の表で確認し、１月末日までに償却資産の
申告をしてください。

※�パネルが家屋と一体となっている（建材型パネ
ル）場合、家屋として課税されるため申告の必
要はありません。詳しくはお問い合わせくださ
い。
●問合せ　税務課固定資産税係

太陽光発電システムに対する課税について
税務課（☎33-5617）

　糖尿病予防の基本は毎日の食事にあります。
　糖尿病が気になる方は、食事について学んでみ
ませんか。
●日　　時　１月24日（水）９：30～13：00
●内　　容　管理栄養士による講話
　　　　　　昼食バイキング
●場　　所　串木野健康増進センター
●対 象 者　�健診等の血液検査でHｂA1ｃの値が

5.6％以上6.5％未満で服薬していな
い方またはそのご家族

●参 加 費　無料
●定　　員　先着20名
●申込期限　１月15日（月）
※�いつも使用しているご飯茶わんと筆記用具を持
参してください。

食べて学ぶ～糖尿病予防教室を開催
串木野健康増進センター（☎33-3450）

　償却資産とは、法人または個人が、工場・商店
経営、駐車場・アパート経営など、その事業のた
めに用いている構築物、機械、器具、備品等で、
減価償却の対象になるものをいい、固定資産税が
課税されます。
　また、土地や家屋と異なり申告制になっており、
償却資産の所有者は毎年その償却資産が所在する
市町村の長に、その年の１月１日（賦課期日）現
在の償却資産の状況を１月末日までに申告するこ
とになっています。
●課税対象（具体例）
　①�構築物…舗装路面、門・外灯、ゴルフ場のネッ
ト設備等、煙突、鉄塔、広告塔、フェンス緑
化施設、農業用施設、畜舎、受変電設備等

　②�機械及び装置…太陽光発電設備※１、工作機
械、建設用機械、農業用機械、漁業用機械、
食品加工設備、その他機械設備等

　③�船舶…モーターボート、砂利採取船、しゅん
せつ船等

　④航空機…ヘリコプター、グライダー等
　⑤�車両及び運搬具…大型特殊自動車（車両ナン
バーが０または９で始まるもの）、貨車、構
内運搬具等

　⑥�工具器具・備品…建設・測定用工具、事務機
器類、電気器具、自動販売機、理美容業器具
類、陳列棚、医療器具類、スポーツ・娯楽業
器具類等

　※１�　個人が屋根や土地等に設置した太陽光発
電設備（発電量が10キロワット以上）も、
償却資産として申告が必要です。詳しくは
お問い合わせください。

●課税対象外
　①耐用年数が１年未満のもの
　②�取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等
の規定により一時的に損金算入されたもの

　③�取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等
の規定により３年以内に一括して均等償却す
るもの

　④�自動車税及び軽自動車税の課税対象となるもの
　　�ただし、②・③の場合であっても、個別の資
産ごとの耐用年数により通常の減価償却を
行っているものは課税の対象になります。

●問合せ　税務課固定資産税係

償却資産（固定資産税）の申告について
税務課（☎33-5617）

　この集いは自死（自殺）によって大切な人を亡
くした遺族が、語り合い、お互いを支え合うこと
で、生きる力を取り戻していくことを目的とした
会です。匿名での参加も構いません。どうぞ一人
で抱え込まないでください。
●日　時　１月28日（日）13：30～
●場　所　ふれあいかせだ２階
●参加費　無料
●申込・問合せ　平神　純子☎090-4357-2459

「わかちあい会」のご案内
串木野健康増進センター（☎33-3450）

発電量が10kw以上 発電量が10kw未満

個人
（住宅用）

余剰買取又は全量
買取を電力会社と
契約している場
合、申告が必要

申告は不要

個人（事業用） 申告が必要
法人（事業用） 申告が必要

大学通信教育春期合同入学説明会
　大学・短大など私学44校の担当者が、講義内
容や学習方法などについて直接相談を受ける相
談会です。直接会場へお越しください。
●日　時　１月28日（日）11：00～ 16：00
　　　　　�（入退場自由）
●場　所　エルガーラホール８階
　　　　　�（福岡県福岡市中央区天神１-４-２）
●対　象　一般・高校生（申込・参加費不要）
●問合せ　公益財団法人　私立大学通信教育協会
　　　　　☎03-3818-3870またはホームページ
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行政嘱託員を募集します
まちづくり防災課（☎33-5632）

　４月から平成31年３月まで勤務できる行政嘱託員を募集します。
●募 集 数　82人
●応募要件　市税等を滞納していない健康で自治公民館に加入している市民
●身　　分　いちき串木野市職員（非常勤の特別職公務員）
●勤　　務　毎月５日、20日を中心に公文書等の配付、とりまとめ
　　　　　　（勤務時間は自由ですが、一定の期間内に配付、とりまとめをします。）
●業務内容　①担当する地区（公民館）内世帯の納税通知書及び各種公文書の送達
　　　　　　②市の業務遂行上必要な各種調査等の実施
　　　　　　③住民からの行政に関する相談、苦情、要望等の関係機関への取次ぎ
　　　　　　④その他行政事務の遂行に必要な事務で、市長が指示する事項
●応募方法　申込書と履歴書１通（市販のもの）をまちづくり防災課へ提出してください。
　　　　　　申込書は、串木野庁舎まちづくり防災課、市来庁舎市民課、羽島出張所にあります。
　　　　　　担当地区は、３地区まで希望できます。
●受付期間　１月５日（金）～１月19日（金）※土・日曜日、祝日を除く
●選考方法　面接及び書類審査　
　　　　　　・面接予定日　２月８日（木）及び13日（火）
　　　　　　・原則として公民館の主要役員（館長・副館長・主事・会計）との兼務はできません。
　　　　　　・行政嘱託員の任期は１年です。再任の場合、原則５年を限度とします。
●問 合 せ　まちづくり防災課　☎33-5632（直通）

平成30年度　行政嘱託員担当世帯数及び月額報酬（予定）

番号 担当地区（公民館） 世帯数 月額報酬（円） 番号 担当地区（公民館） 世帯数 月額報酬（円）

1 宇都・岩下 33 5,100 22 春日町 274 25,900

2 川畑・松下・久木野 104 12,900 23 旭町 147 13,900

3 下石野・上石野 98 11,800 24 元町・栄町 172 16,300

4 福薗・大六野 165 19,400 25 浜町・市口 167 15,800

5 鏑楠・山之口 101 12,200 26 汐見町 347 32,800

6 中井原・生野 103 12,300 27 東塩田町 173 16,400

7 坂下・ウッドタウン 185 21,500 28 岳釜・新潟 157 14,900

8 大薗・小薗 124 13,300 29 木屋・西浜町 183 17,400

9 河内・浅山・薩摩山 174 18,400 30 港町・本浦東 194 18,400

10 麓 336 31,800 31 浦和町 131 12,400

11 袴田（南） 295 27,900 32 新生町 123 11,600

12 袴田（北） 255 24,100 33 小瀬・文京町 159 15,100

13 浜ケ城 185 17,500 34 御倉町 222 20,900

14 日出町 257 24,200 35 平江・三井 253 26,600

15 大原南 343 32,300 36 野元・深田下 210 22,400

16 高見町 129 12,200 37 海瀬・八房 246 26,000

17 桜町 117 11,000 38 別府 216 20,600

18 大原町 139 13,100 39 酔之尾（西） 261 24,700

19 昭和通 212 20,000 40 酔之尾（北東）･酔之尾東 306 28,900

20 中尾町 137 12,900 41 ひばりが丘 225 21,300

21 曙町 212 20,100 42 島平上 161 15,300
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　予約制による年金相談です。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
入していた方もご相談ください。
●日　　時　２月20日（火）　10：00～15：30
●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　２月13日（火）
※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
・�本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカー
ド、パスポート、保険証等）
※代理の場合、委任状と代理人の本人確認書類
●申込・問合せ　市民課市民相談係☎33-5612
　　　　市来庁舎市民課市民生活係☎21-5114

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

　公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金
額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告をす
る必要はありません。
　ただし、医療費控除等による所得税の還付を受
けるためには、確定申告をする必要があります。
　詳しくは、国税庁ホームページをご覧になるか、
伊集院税務署へご相談ください。
●問合せ
　伊集院税務署　☎099-273-2541（自動音声案内）

公的年金収入のある方の確定申告について
税務課（☎33-5616）

番号 担当地区（公民館） 世帯数 月額報酬（円） 番号 担当地区（公民館） 世帯数 月額報酬（円）

43 照島下・崎下手・屋敷 223 21,100 63 戸崎・堀 147 17,600

44 須賀・田中中村 176 16,700 64 平ノ木場・中原 100 12,400

45 石川山 192 18,200 65 島内・迫田前 115 14,000

46 塩屋町 161 15,200 66 宇都・門前 103 12,600

47 緑町 162 15,300 67 木場迫・中福良 152 18,100

48 恵比須町 190 17,900 68 寺迫・下手中 85 10,400

49 金山下･金山･深田上 158 18,700 69 佐保井・陣ケ迫・池ノ原 136 16,400

50 芹ヶ野 117 14,100 70 駅前 151 16,300

51 草良・大河内 62 8,200 71 恵比須・橋ノ口 111 12,100

52 寺村・中向・荒川下 97 11,900 72 平向 234 24,800

53 白浜・猪之鼻・河原 103 12,800 73 潟小路 101 11,000

54 横須･野中栫･松尾･平身 150 18,300 74 迫・安茶 174 18,600

55 浜東 121 13,700 75 牛ノ江・外戸・観音ケ迫 87 11,500

56 浜中 98 11,300 76 天神町 238 25,200

57 浜西 137 15,400 77 祇園町・土橋町 134 14,400

58 光瀬上・光瀬下・光瀬浦・海土泊 97 12,300 78 栄町・日ノ出町 166 17,700

59 萩元上・萩元下・万福 70 9,400 79 中組 89 11,900

60 平山・下山・土川 75 11,900 80 内門・平木場 71 10,900

61 平佐原・松山 167 19,700 81 木場・舟川前・舟川後 49 7,500

62 払山・松原・崎野 166 19,700 82 久福・松比良･中ノ平前・中ノ平後 51 9,100

●区割り・受持ち世帯数
　・�担当区域は地区まちづくり協議会を基本に、自治公民館を分割しないように区割りしてあります

が、世帯数の多い袴田公民館と酔之尾公民館のみ分割してあります。受け持ち世帯数は、分散地区
は100～150世帯、集合地区は150～200世帯を目安にしてあります。

●報酬月額
　・担当世帯数×単価（94円～144円）＋交通費相当額
　※単価については家屋の密集度、市役所串木野庁舎からの距離等により定めてあります。
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～新成人のみなさんへ～
20歳になったら国民年金

　国民年金は、年をとったとき、いざというとき
の生活を、働いている世代みんなで支える仕組み
です。
　20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入するこ
とが義務付けられています。20歳になったら、忘
れずに国民年金の加入手続きをしましょう！
国民年金のポイント
●将来の大きな支えになります
　�　国が責任をもって運営するため安定してお
り、年金の給付は生涯にわたって保障されます。
●老後のためだけのものではありません
　�　国民年金には、年をとったときの老齢年金の
ほか、障害年金や遺族年金もあります。障害年
金は、病気やケガで障害が残ったときに受け取
れます。また、遺族年金は加入者が死亡した場
合、その加入者により生計を維持されていた遺
族が受け取れます。
●毎月納められない…そんなときは
「学生納付特例制度」と「免除・納付猶予制度」
　「学生納付特例制度」
　�　学生で所得が一定額以下の場合、国民年金保
険料の納付が猶予される制度です。
　「免除制度」
　�　本人・配偶者・世帯主のそれぞれの所得が一
定額以下の場合や、失業等の理由がある場合に、
保険料の納付が全額または一部（４分の３、半
額、４分の１）免除される制度です。
　「納付猶予制度」
　�　学生でない50歳未満の方で、本人及び配偶者
の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料
の納付が猶予される制度です。
　

ねんきん広報だより
市民課（☎33-5612）・市来庁舎市民課（☎21-5114）

●家　　賃　�入居世帯の所得に応じて設定されます
●入居基準（主なもの）
　・持ち家がなく、住宅に困っていること
　・世帯の月額所得が158,000円以下であること
　　（詳細は住宅管理係まで）
　・同居する家族がいること
　・市税や水道料金などの滞納がないこと
　・原則として、公営住宅に入居していないこと
　・入居者及び同居者が暴力団員ではないこと
●入居時必要なもの
　・敷金（家賃の３か月分）
　・駐車場保証金（2,490円／１台）
　・連帯保証人（２人）
●申込期限　　１月18日（木）必着
　※�公募住宅は既設住宅で、年数も経過している
ため壁等に傷みや汚れがありますが、ご承知
ください。

●抽 選 日
　　１月26日（金）10：00　市来庁舎　研修室
●入居予定日　２月９日（金）から
●申込・問合せ
　　都市計画課　住宅管理係
　　土木課土木総合窓口係（串木野庁舎）

市営住宅入居者募集
都市計画課（☎21-5154）

　もう読まなくなったり、いらなくなった絵本や
本。捨てるのはもったいない！そんなあなたの本
や絵本、読みたい誰かと交換しませんか。交換の
際に本にまつわるエピソードなどを伺います。本
だけではなく「想い」の交換も行います。
●日　時　１月14日（日）10：00～14：00
●場　所　まちなかサロン（旭町76）
●参加費　無料
●申込み　不要※本の持ち込みは１人５冊まで
●問合せ　水産商工課

読まなくなった絵本や本はありませんか？
絵本や本の交換会を開催します！

水産商工課（☎33-5638）

●日　時　１月28日（日）10：00～12：00
●場　所　消防本部２階会議室
●内　容　心肺蘇生・ＡＥＤ使用・異物除去法など
●定　員　15名
●対象者　�市内に居住または勤務

（在学）している中学生
以上の方

●受講料　無料
●申込み　�１月26日（金）までに消防本部救急係

へ住所、氏名等をお知らせください。

普通救命講習会の受講者募集
消防本部（☎32-0119）

交換会開催にあたり絵本や本を回収します。
●日時　１月８日（月）～12日（金）
　　　　９：30～17：30
●場所　まちなかサロン　特設回収BOX

住　宅　名 建設年度
募集戸数 構造・設備 単身

入居

日ノ出住宅
（アクアホール
近く）

平成14年度
１戸

耐火４階建
３DK・水洗トイレ 不可
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　次の期間、船舶のドックにともない運航ダイヤ
が変更となります。
●１月10日（水）～23日（火）14日間
・�この期間「フェリーニューこしき」は運休。車
両航送はできません。貨物については、串木野
新港発着の九州海運（株）が運行します。
・�期間中は「高速船　甑島」（川内港発着）のみ
運航。運航ダイヤは次のとおりです。
※臨時増便は１／14（日）、21（日）のみ

●１月27日（土）～３月７日（水）40日間
・この期間「高速船甑島」は運休。
・�フェリーニューこしき（串木野新港発着）のみ
運航。フェリーのダイヤに変更はありません。
●問合せ　甑島商船（株）（フェリー）�☎32-6458
　　　　　甑島商船（株）（高速船）� ☎41-5100
　　　　　九州海運（株）（貨物輸送）�☎32-2161

甑島航路運航ダイヤの変更
水産商工課（☎33-5638）

●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。

●場　所　働く女性の家
●受講料　無料（材料費は実費負担）
●申込み　�１月25日（木）までに、働く女性の家

へお申し込みください。
　　　　　（受付時間：火曜～土曜、９：00～17：00）
●託　児　�満２歳以上～未就学児。希望者は、申

込時にお知らせください。

いきいき女性講座受講生募集
働く女性の家（☎32-7130）

　本市および薩摩川内市・日置市エリア内の西郷
隆盛や薩摩スチューデントなど、幕末活躍した人
物のゆかりの地をバスで巡ってみませんか。ボラ
ンティアガイドや現地スタッフの、わかりやすい
案内や解説もあります。
●期　　日　１月28日（日）
●申込締切　１月14日（日）
●定　　員　20名（応募多数の場合は抽選）
　　　　　　最少催行５名
●料　　金　中学生以上2,000円　小学生1,800円
　　　　　　（バス代・昼食代・施設入館料込）
●行　　程
　ＪＲ伊集院駅（９：00発）～桂山寺跡～
　日吉・歴史資料室～園林寺跡～季楽館～
　�海鮮まぐろ家（昼食）～薩摩藩英国留学生記念館
　～ＪＲ伊集院駅（15：30頃　解散）
※串木野駅前・市来駅前からも乗車できます。
　詳細はお問い合わせください。
●そ の 他　�お客様都合による申込取消は、所定

の取消料が発生します。
●問 合 せ　いちき串木野市総合観光案内所
　　　　　　☎32-5256
　　　　　　http://iｃhiki-kushikino.ｃom/

明治維新150周年日帰りモニターツアー
第１弾「幕末ゆかりの地“薩摩の西へGO（郷）！”」

参加者募集
観光交流課（☎33-5640）

●日　時　２月４日（日）　13：00～16：35
●場　所　市民文化センター
●内　容　開会行事、表彰、生涯学習成果発表
　　　　　記念講演　「出会いと絆」
　　　　　　　　　講師　渡辺　徹氏（俳優）
●入場料　無　料
●問合せ　社会教育課
※�駐車場の混雑が予想されます。車は出来るだけ
乗り合わせて、ご来場ください。

いちき串木野市生涯学習大会
社会教育課（☎21-5128）

　ニュースポーツやスポーツテストで、楽しみな
がらカラダを動かしてみませんか。
●日　　時　１月27日（土）　16：00～18：00
●場　　所　市来体育館
●対 象 者　市内に居住する小学生
●定　　員　100人（定員になり次第締め切ります）
●参 加 料　500円（お菓子・飲み物代を含む）
●申込期限　１月20日（土）
●申　　込　Ｂ＆Ｇ海洋センター　☎32-8994
　　　　　　指定管理者　（株）日本水泳振興会

冬のスポーツ体験教室参加者募集
市民スポーツ課（☎21-5129）

港名
高速船　甑島（川内港発着）

１便 ※臨時増便 ２便
下り 上り 下り 上り 下り 上り

川内 8：50 11：50 12：00 14：50 15：10 18：10
↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑

里 ↓ 11：00 ↓ 14：00 16：10 ↑
↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑

長浜 10：00 10：10 13：10 13：15 16：50 17：00

講座名 日時 定員 内容（持ってくる物）

トピアリー
2/8（木）
10：00～
� 12：00

15名

プリザーブドフラワー
で丸い形の可愛いイン
テリアを作ります。（ピ
ンセット、はさみ、
2000円）

訂正とお詫び
　12月20日発行の広報紙で間違いがありました。
訂正しお詫び申し上げます。
●11ページ「まちの話題」大会結果
　第36回秋季親善グラウンドゴルフ大会
正 個人の部　準優勝　白石鉄男
誤 個人の部　準優勝　平石鉄男
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▲市来デイサービスセンター利用者の方の手作り干支（戌）

「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。
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Ichikikushikino
広

報
い

ち
き

串
木

野
2018年

１
月
５
日
発
行

新
年
号

成人式（３日）

消防出初式（７日）

第20回元気な街づくりウオーキング大会（21日）

いちき串木野ポンカン祭り（28日）

生涯学習大会（４日）

第22回徐福ロマンロードウオーキング大会（上旬）

第７回薩摩街道歴史探検ウオーキング（11日）

ガウンガウン祭（18日）

太郎太郎祭（25日）

観音ケ池さくら祭り（上旬）

明治維新１５０周年　黎明祭（15日）

徐福花冠祭（中旬）

第61回串木野浜競馬大会（中旬）

第27回串木野まぐろフェスティバル（２９～３０日）

すこやかおせんしのグラウンドゴルフ大会（中旬）

第11回いちきウオーキング大会（下旬）

荒川ほたるでナイト（下旬）

海岸クリーン作戦（８日）

第48回串木野さのさ祭り（14～15日）

第13回小学校水泳記録会（下旬）

祇園祭（28日）

サマーフェスタin市来（下旬）

消防団操法大会

七夕踊（５日）

戦没者追悼式（15日）

川上踊（26日）

教育講演会（下旬）

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

アートフェスタinいちき串木野（上旬）

畜産品評会（上旬）

虫追踊（23日）

すこやかおせんしのスポーツ大会（下旬）

第13回市民体育大会（上旬）

第14回小学校陸上記録会（中旬）

いちき串木野づくし産業まつり～地かえて祭り～(下旬)

文化祭　作品展示（30日～11月４日）
　　　　芸能発表（11月４日）

地域がはぐくむ「かごしまの教育」県民週間
（学校開放１～７日）

総合防災訓練

元気いきいきフェスタ2018（保健福祉大会）（中旬）

小・中学校音楽発表会（中旬）

かんむりだけ山市物産展（23日）

リサイクル販売会（25日）

第21回れいめいウオーク羽島・土川大会（上旬）

ふれあいフェスタ（上旬）

消防団年末夜警（28日～29日）

９月

10月

11月

12月

■ 平成30年　行事予定 

※日程等は、変更になる場合があります。
※今年は、明治維新から150周年目の年です。

今月のカバー

　羽島崎神社の奥にある展望台から見える日の出です。日の出の左に少し高く見えるのは、近代日本
の夜明け、明治維新に尽力した「西郷どん」が愛した桜島です。
　NHK大河ドラマで鹿児島の偉人、西郷隆盛を描く「西郷どん」がいよいよ放映されますが、今回の
大河ドラマでは、「無口な西郷」というイメージを壊し、全く新しいエネルギッシュな「西郷どん」
が描かれるということです。
　「西郷どん」にあやかり、エネルギッシュで翔ぶが如く2018年にせねば！と朝日に誓うのでした。

夜明けと桜島と西郷どん

せ  ご

せ  ご

せ  ご

せ  ご

せ   ご
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