
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。
なお、今回の窓口開設は、串木野庁舎のみで、市

来庁舎では行いませんのでご注意ください。
〇窓口を開設する日時
３月24日(土)･25日(日)･31日(土)･４月１日(日)
8:30～17:00

〇窓口を開設する課
・市民課 ☎33-5611 ・健康増進課 ☎33-5613
・税務課 ☎33-5682 ・福祉課 ☎33-5618
・土木課土木総合窓口係(水道関係) ☎33-5679

串木野養護学校では臨時職員を募集しています。
〇勤 務 地 串木野養護学校
〇業務内容 日直代行、花壇の水やり、電話対応、

学校施設の施錠等
〇募集人員 若干名
〇勤 務 日 休校日（土日祝日）
〇勤務時間 8:30～17:00
〇賃 金 5,710円(日額)
〇勤務期間 ４月１日(日)～９月30日(日)(延長あり)
〇募集期限 ３月13日(火)
〇問 合 せ 串木野養護学校 ☎32-4105

担当 前田

住所を変更した場合は、住民異動届出が必要です。
住民異動届は、異動する本人か同一世帯の方のみ

届出ができます。それ以外の方が届け出る場合は、
異動する本人の委任状が必要です。
詳しくは市民課にお問い合わせください。

〇届出に必要なもの
・窓口に来る方の本人確認書類 (運転免許証、健
康保険証、顔写真付きの官公庁発行の身分証明
書など)

・印鑑
・マイナンバー (個人番号) カード(※1)または通
知カード

・住民基本台帳カード(※1)

(※１) 持っている方のみ。暗証番号が必要
(※２) 異動日より前に転入届を出すことはできせ

ません。
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総務課 (☎33-5625)
土曜日・日曜日の窓口開設について

市民課(☎33-5611)･市来庁舎市民課(☎21-5114)
引っ越す時は住民異動届を出しましょう

教育委員会総務課 (☎21-5126)
串木野養護学校臨時職員募集

異動内容 届 出 届出期限
他の市町村
から転入 転入届 住み始めた日から14日以

内(※2)

他の市町村
に転出 転出届

転出する14日前から届出がで
きます。
・新しい住所地で必ず転入届
を出してください。

市内で住所
変更 転居届 新しい住所に実際に住み始め

てから14日以内(※2)

総務課 (☎33-5625)
臨 時 職 員 募 集

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または市来庁舎市民課に提出してください。
職 種 学校給食配送及び調理員 学校給食調理員 社会教育指導員 介護認定調査員
募集人数 ２人 １人 ２人 ２人

業務内容 学校給食配送及び調理業務 学校給食調理業務 社会教育業務 要介護認定申請に基づく、日常
生活動作等の確認

雇用期間 ４月１日(日) ～ 平成31年３月31日(日)

勤務時間 8:30～16:30
給食実施日

8:30～17:15
(週４日勤務) 9:00～17:00

勤務場所 串木野学校給食センター 市来庁舎 串木野庁舎
賃 金 日給 5,200円 月給 109,000円 月給 168,000円

資 格 等 給食配送車（２トン、ＡＴ
限定不可）の運転可能な方 ― 教員免許または

社会教育経験者
普通自動車運転免許、介護施設
等での介護等の実務経験

募集期限 ３月19日(月)まで
選考方法 面接（日時は後日連絡）

担 当 課 串木野学校給食センター
☎33-0239

社会教育課
☎21-5128

健康増進課
☎33-5673



市では65歳以上の高齢者が、元気で健康的な生活
を送るための支援事業として「高齢者元気度アッ
プ・ポイント事業」を実施しています。
これは、自主的に健康づくりや社会参加活動に参

加するとポイントがもらえるもので、貯まったポイ
ントは地域商品券と交換できます。
参加希望の方は、説明会への出席と登録が必要と

なりますので、社会福祉協議会へ電話で申し込んで
ください。
〇対 象 者 65歳以上の方
〇ポイントが付く活動
・市が実施する健康増進・介護予防等に関する活
動

・介護保険施設等におけるボランティア活動
〇ポイントの交換上限
１ポイント100円で、年間50ポイント（5,000円の
商品券）まで交換できます。

〇申込締切 ３月22日(木)
〇説 明 会 受付 9:30～
３月26日(月) 10:00～ 串木野高齢者福祉センター
４月２日(月) 10:00～ 串木野高齢者福祉センター

この集いは自死（自殺）によって大切な方を亡く
した遺族が、つらく苦しい気持ちを語り合い、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。
〇開催日時 ３月25日(日) 13:30～
〇場 所 ふれあいかせだ２階
〇参 加 費 無料
〇申込・問合せ 平神 純子 ☎090-4357-2459

毎年３月11日から４月10日は「危険ドラッグ・シ
ンナー等乱用防止強調月間」となっています。
危険ドラッグを乱用すると、おう吐やけいれん、

意識消失などが起き、死亡に至ることもあります。
また、精神へ影響を及ぼし、自分の意志で乱用をや
めることができなくなる可能性もあります。
危険ドラッグは大変危険な薬物なので、好奇心な

どから安易に手を出したら絶対にいけません。
家庭、学校、地域などそれぞれの立場で危険ドラッ

グ等の薬物乱用防止に努めましょう。
〇問合せ
鹿児島県保健福祉部薬務課 ☎099-286-2804

お子さまの予防接種のうち、平成29年度初めに予
診票を送付している次のワクチンの接種期限は、３
月末日です。
母子手帳の接種履歴を確認のうえ、接種が終わっ

ていない方は早めの接種をお願いします。
〇ワクチン・対象者
・ＭＲ２期ワクチン（小学校入学前）
平成23年４月２日生～平成24年４月１日生

・二種混合ワクチン（小学６年生）
平成17年４月２日生～平成18年４月１日生

〇接 種 期 限 ３月31日(土)
〇実施医療機関 協力医療機関
〇問 合 せ 串木野健康増進センター
※市外の医療機関で接種する場合や、ご不明な点は
お問い合わせください。

※お子さまの大切な予防接種を逃さないためにも、
子育てモバイルサービスをぜひご利用ください。
下記のＱＲコードまたはＵＲＬから登録をすると、
スマホ、携帯、ＰＣから予防接種の情報を確認で
き、お子さまの予防接種スケジュールを自動で作
成してくれます。登録は無料です。

http://ichikikushikino.city-hc.jp/
(通信費、パケット代はご自身での負担となります)

ジェネリック医薬品は、新薬と同様の効能・効果
がある、厚生労働省が認可し、製造・販売された、新
薬より安価な医薬品です。
ジェネリック医薬品を使えば、自己負担が安くな

り、保険財政の健全化も図れます。
ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師や薬

局の薬剤師に、申し出てください。
※処方箋の「変更不可」の欄に、医師の署名がなけ
れば変更できます。

※市では「ジェネリック医薬品でお願いします。」と
印字された、保険証入れケースを無料で配布して
います。

２

健康増進課 (☎33-5613)

ジェネリック医薬品(後発医薬品)を利用しましょう！
～薬代が安くなります～

串木野健康増進センター (☎33-3450)
危険ドラッグ・シンナー等乱用防止強調月間

串木野健康増進センター (☎33-3450)
お子さまの予防接種期限が近づいています

社会福祉協議会 (☎32-3183)

高齢者元気度アップ･ポイント事業参加者の募集
(ポイントカードの発行について)

串木野健康増進センター (☎33-3450)
｢わかちあい会」のご案内



健康は食べることから！簡単な料理を楽しみなが
ら学び健康につなげませんか。
〇期 間 ５月～平成31年３月

（毎月第３土曜日 全１０回）
〇時 間 9:30～13:30
〇場 所 市来保健センター
〇対 象 者 一般
〇定 員 20名（定員になり次第締め切り）
〇参 加 料 １回 500円（材料代）
〇申込締切 ３月26日(月)
〇申 込 み 食生活改善推進員

福山 ☎36-2185
加治屋 ☎36-4085

個人番号通知カードとマイナンバーカードは次の
日時でも串木野庁舎で受け取れます。この期間は、
市来地域の方も串木野庁舎で受け取ってください。
詳しくは、市民課へお問い合わせください。

〇受取可能な日時
３月24日(土)･25日(日)･31日(土)･４月１日(日)
8:30～17:00

赤字が続いている国民健康保険（国保）財政を改善するため、平成30年度に国保税率の改正を予定してい
ます。皆様のご理解をお願いいたします。
国民健康保険の現状
〇１人当たりにかかる医療費は県内２位の高額
平成28年度のいちき串木野市国保総医療費は、約35億7,372万円です。
市民１人当たりにかかる医療費は、50万

6,982円で、県内では２番目に高額であり、近
年県内１位か２位が続いています。
医療費を分析した結果、医療費が高い原因

は、主に生活習慣病や糖尿病によるものです。
その対策として、市ではこれらの病気が重症
化するのを防ぐ事業を実施していますが、市
民の一人一人の取組みも大事です。まずは健
康づくりの第一歩として、特定健診を受診し、
病気の早期発見・早期治療につなげるととも
に、日頃から積極的に健康づくりにも取組む
ことで、医療費の低減化を図ることができま
す。
〇国保財政は赤字です
国民健康保険の保険税は、加入者や所得の減により、毎年減少しています。一方で使っている医療費は上

の表のとおり伸び続けているため、国保財政は赤字が続いています。
この赤字は、これまで基金を取り崩して穴埋めしてきており、平成29年度は約３億2,500万円を見込んで

います。このまま医療費が伸び続けると、基金は枯渇する恐れがあります。
・１人当たり国保税額推移

・基金額の推移

３

市民課(☎33-5611)･市来庁舎市民課(☎21-5114)

個人番号通知カードと
マイナンバーカードの土日の受け取りについて

健康増進課 (☎33-5613)
国保税率を改正する予定です

串木野健康増進センター (☎33-3450)
簡単クッキング受講生募集

年 度 平成27年度 平成28年度 平成29年度(見込み)
取崩し額 5,000万円 １億2,000万円 ３億2,500万円(見込み)
残 高 約６億4,800万円 約５億2,800万円 約２億300万円(見込み)

平成26年度 平成27年度 平成28年度

75,840円(19市中11位) 73,368円(19市中15位) 74,710円(19市中14位)

１人当たり医療費の推移550,000円

500,000円

450,000円

400,000円

350,000円

300,000円

250,000円
21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

421,613円

335,603円

282,400円

441,403円

349,755円

292,200円

439,783円

362,410円

301,900円

455,675円

369,295円

307,500円

471,376円

381,547円

314,700円

485,624円

393,564円

321,100円

498,210円

415,772円

333,300円

506,982円

419,492円

国民医療費県平均いちき串木野市



市では、地震・津波や武力攻撃などの災害時に備
え、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）から送ら
れてくる国からの緊急情報を、防災行政無線で皆様
へお伝えするようにしています。
次の日程で緊急情報伝達手段の試験を行います。

皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
〇日 時 ３月14日(水) 11:00～
〇防災行政無線の放送内容

※全国的に同じように試験が実施されますので、災
害と間違えないよう注意してください。

※Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの災
害時に国から送られてくる緊急情報を人工衛星な
どを活用して瞬時に情報伝達するシステムです。

瀬渡し船「開洋丸」の海難事故から今年の３月で
33年目を迎えます。そこで、次の日程で清掃活動及
び献花式を行います。
〇日 時 ３月15日(木)

清掃活動 13:00～
献花式 14:40～

〇場 所 長崎鼻公園（鎮魂の碑周辺）
〇主 催 西薩遊漁船安全運航連絡会
〇協 力 串木野海上保安部

工場や店舗など地域活性化に寄与する目的で、工
場跡地の売却または売却前提の貸付け先を募集しま
す。
〇場 所 いちき串木野市照島4860番地1
〇用地面積 約3,328㎡
〇建築面積 約1,260㎡
〇建 物 工場１棟(鉄骨造平屋亜鉛スレート葺)
※原則、現状引渡しです。必ず現地を確認してくだ
さい。

〇申込資格 売却代金等の支払いが可能な方
〇申込期限 ３月30日(金)まで
〇申 込 み 政策課企業立地係
既定の申込書に記入し、持参してください。
※詳細は市ホームページをご覧ください。

医師等免許の申請・交付手続きを串木野健康増進
センターで実施しています。
申請・交付手続きできる免許は、次の８種類です。
・医師 ・歯科医師 ・診療放射線技師
・理学療法士 ・作業療法士 ・臨床検査技師
・衛生検査技師 ・視能訓練士

軽自動車税は、毎年４月１日現在の所有者または
使用者に課税されます。
軽自動車等を廃車・譲渡し、現在、所有または使

用していない方は、必ず３月30日(金)までに申告を
してください。
なお、期日までに届け出のない場合は、引き続き

平成30年度も軽自動車税が課税されます。
また、市外に住所変更する場合も定置場所の変更

手続きが必要になります。
〇申告場所・問合せ
・原付(125㏄以下)、小型特殊自動車の軽自動車
の場合は、串木野庁舎税務課市民税係または市
来庁舎市民課市民生活係(☎21-5116)へ。

※ナンバープレートと所有者の印鑑と車台番号等
が分かる書類を持参ください。名義変更の場合
は新所有者の印鑑も必要です。

・上記以外の軽自動車は、㈳全国軽自動車協会連
合会鹿児島事務所(☎099-261-4011)へ

70歳以上の高齢者は免許更新の際、事前に自動車
教習所で講習を受講するようになっていますが、自
動車教習所が大変混みあい、免許証の有効期限まで
に受講できない状況が発生しています。高齢者の講
習通知は約６か月前に届きますので、早めに希望の
教習所で予約を取り、受講するようお願いします。

〇日 時 ３月13日(火) 19:30～
〇場 所 本浦交流センター
〇講 師 大西 英美子 氏
〇参加費 3,000円
〇用意するもの 糸切ハサミ
〇申込・問合せ 串木野ロータリークラブ 有村

☎080-5210-0323

４

まちづくり防災課 (☎33-5631)
｢鎮魂の碑」清掃活動及び献花式

串木野健康増進センター (☎33-3450)
医師等免許の申請･交付手続きについて

まちづくり防災課 (☎33-5631)

防災行政無線を用いた
｢全国一斉緊急情報の伝達試験」の実施

社会教育課 (☎21-5128)

チェコガラスとスワロフスキーで作る
ワンランク上のネックレス講座

～防災行政無線チャイム～
「これは、Jアラートのテストです。」×３回
「こちらは、防災いちき串木野市役所です。」

～防災行政無線チャイム～

税務課 (☎33-5616)
軽自動車等の廃車･異動の手続きはお済ですか

政策課 (☎33-5628)
市有地及び建物の売却について

まちづくり防災課 (☎33-5631)
高齢者(70歳以上)運転免許更新について



〇日 時 ３月25日(日) 10:00～12:00
〇場 所 消防本部 ２階会議室
〇内 容 心肺蘇生法、ＡＥＤ使用法、異物除去法

など
〇定 員 15名
〇対象者 市内に居住または勤務

(在学)している中学生
以上の方

〇受講料 無料
〇申込み ３月23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。

〇対 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。

〇場 所 働く女性の家
〇受講料 無料(材料費は実費負担)
〇申込み ３月22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)

〇託 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。

５

働く女性の家 (☎32-7130)
いきいき女性講座受講生募集

消防本部 (☎32-0119)
普通救命講習会の受講者募集

講座名 日 時 定員 内容(持ってくる物)

ワイヤー
ジュエリー

4/17(火)
10:00～
11:30

15名
ワイヤーにビーズを入れて
編みネックレストップを作
ります。 (かぎ針3～5号、
500円程度)

●無料や安価で販売される食品や日用品を目当てに、空き店舗等を利用した会場に
通っていたところ、高額な健康食品等を勧められたという相談が寄せられています。
●通い続けて顔見知りになり、言葉巧みに勧誘を受けると、断り切れなくなる場合も
あります。安易にそのような場に行かないことが大切です。
●会場に足を運んでしまった場合は、勧誘されても必要がなければその場できっぱり
断りましょう。
●困ったときは、いちき串木野市消費生活センター(☎33-5638)または消費者ホット
ライン(188)にご相談ください。

近所の空き店舗に新しく入った店では、食品
等が安く売られており、健康について説明もして
くれるので、毎日のように通っていた。
数日前、血管の話を聞いた後、薬を飲むよりも血

管がきれいになるという健康食
品を「今日が締め切り」などと
勧められ、断りきれずに購入し
た。代金約13万円は高額すぎ
る。クーリング・オフしたい。

（80歳代 女性）

安売りにつられて通ったら…
高額な健康食品を売りつけられた

見守り
新鮮情報



平成30年度奨学生を次のとおり募集します。
【いちき串木野市奨学生】
〇資 格 本市に１年以上在住する方の子弟で学

資の支弁が困難と認められる方
〇金 額
月額15,000円以内…高等学校、特別支援学校の高
等部、高等専門学校及び専修学校の高等部
月額30,000円以内…大学、専修学校及び高等専門
学校の専攻課程

〇貸与期間 正規の修学期間
〇募集人員 10人程度
〇返還方法

卒業後１年経過時点から貸与月数の２倍の月数
以内に返還（無利子）となります。

【いちき串木野市農業自営者養成奨学生】
〇資 格

県内の農業高等学校及び農業大学校に在学また
は進学予定で、次の①②のいずれにも該当する方
①農業高校を卒業後、本市で３年以上農業を本業
として経営すると認められる方

②本市に１年以上在住する方の子弟であること。
〇金 額 月額 30,000円以内
〇貸与期間 正規の修学期間
〇募集人員 若干名
〇返還免除

卒業後３年以内に本市で農業経営を開始し、経
営期間が３年を超えた場合は返還が免除されます。
ただし、３年以内で経営しなくなった場合は、１
年経過時点から貸与月数の２倍の月数以内に返還
となります。

【いちき串木野市まぐろ漁船乗組員養成奨学生】
〇資 格
・水産課程を有する高等学校、船舶通信技術を取
得できる高等学校、海上技術学校及び海上短期
大学に在学または進学予定で、次の要件に該当
する方

・上記の学校を卒業後、本市に在籍するまぐろ漁
船に３年以上乗船すると認められる方

〇金 額 月額 30,000円以内
〇貸与期間 正規の修学期間
〇募集人員 若干名
〇返還免除

卒業後引き続き本市に在籍するまぐろ漁船に乗
船する期間が３年を超えた場合は、返還が免除さ
れます。ただし、３年以内で乗船しなくなった場
合は、１年経過時点から貸与月数の２倍の月数以
内に返還となります。

市来ダム、串木野ダムの各警報局において、サイ
レンの吹鳴点検を行います。点検時にサイレンが鳴
り、試験放送が流れますが、火災等と間違えないよ
うにしてください。
【市来ダム】
〇日 時 ３月28日(水) 10:00～11:00
〇警報局 市来ダム、上舟川、舟川、木場、内門、

鏑流馬原、中組、海瀬、安茶
〇問合せ 農政課耕地分室係（市来庁舎）

【串木野ダム】
〇日 時 ３月28日(水) 14:00～15:30
〇警報局 串木野ダム、生福吉村丘、山之神水源

地、平江
〇問合せ 農政課（串木野庁舎）

２月１日付で、理事長、副理事長が変わりました。
任期は、平成33年３月31日までです。
〇新 理 事 長 寺師 和男
〇新副理事長 逆瀬川 久

農業に関心のある女性、農産加工に興味のある女
性を募集します。女性同士で楽しく交流しながら一
緒に学び、活動してみませんか。
〇対 象 者 市内に在住している女性(概ね50歳ま

で)※子ども連れも可
〇募集定員 20名程度（定員になり次第締切り）
〇開講期間 ４月～平成31年３月（計22回）

毎月第１・第３水曜日 10:00～12:00
(開講式４月18日)
(祝祭日の関係で変更になることもあ
ります)

〇開催場所 市民農業塾ほ場(畑) 等
〇内 容 ・野菜作りの基礎講習、栽培実習

・収穫した野菜で料理体験
・地域の農産物で加工体験、商品化か
ら販売までの実習

・起業勉強会・情報交換会
〇受 講 料 無料（資材代等年間3,000円程度実費

負担)
〇申込期限 ３月26日(月)
〇申込・問合せ 市役所農政課

６

いちき串木野市土地改良区 (☎33-5636)

いちき串木野市土地改良区理事長・
副理事長が変わりました

教育委員会総務課 (☎21-5126)
平成30年度奨学生募集

〇申込方法 奨学生願書に必要書類を添えて提出
してください。願書等は教育委員会
総務課（市来庁舎３階）に準備して
あります。

〇申込期限 ４月13日(金)
〇申込・問合せ 教育委員会総務課

農政課(☎33-5636)･農政課耕地分室係(☎21-5123)

｢市来ダム｣ ｢串木野ダム｣
サイレン吹鳴点検を行います

農政課 (☎33-5635)

平成30年度
｢チャレンジ農業❤おごじょ塾｣メンバー募集！

目指せ農業女子!



いちき串木野市・日置市の西薩海域においてサメ
の漁業被害を受けていることから、西薩地区水産業
改良普及事業推進協議会でサメの身を有効活用する
事業を進めています。
現在、次のとおりフェアを開催していますので、

この機会に各店舗の低脂肪・高たんぱくで小骨の無
いサメオリジナルメニューを食べてみてはいかがで
しょうか。
〇開催期間
３月３日(土)～11日(日)※開催中

〇開催場所及びメニュー
【海鮮まぐろ家】
住 所 いちき串木野市上名3018-3
問 合 せ ☎33-5015
メニュー ふかふか南蛮

【照島海の駅食堂】
住 所 いちき串木野市西島平町409
問 合 せ ☎32-9210
メニュー ふかまぶし

ふかの甘酢かけ
【市来えびす市場】
住 所 いちき串木野市湊町１丁目99
問 合 せ ☎21-5082
メニュー ふか煮凝

にこご

り
ふか竜田揚げ

【江口蓬莱館】
住 所 日置市東市来町伊作田7425-5
問 合 せ ☎099-274-7666
メニュー フカルパッチョ！

シャークん
※各店舗・各日数量限定となります。また、店舗に
より販売・試食の形態が異なります。

鹿児島の魅力ある企業180社が参加する合同企業
説明会が開催されます。地元鹿児島で就職を考えて
いる皆さんの申込をお待ちしています。
〇日 時 ３月22日(木) 13:00～18:00

（受付 12:30～）
〇場 所 城山観光ホテル
〇対象者 平成31年３月卒業予定の学生（大学３年

生等）
既卒３年以内の求職者（高校生は除く）

〇申込み 不要
〇問合せ 鹿児島県雇用労政課

☎099-286-3028
詳細は県ＨＰ鹿児島で働かんけー？ 検索

本市および隣接市の西郷隆盛や薩摩スチューデン
トなど幕末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案内や解説も
付きます。
〇期 日 ３月24日(土)
〇申込締切 ３月10日(土)
〇定 員 20名（応募多数の場合は抽選）

最少催行５名
〇料 金 中学生以上2,000円、小学生1,800円

（バス代・昼食代・施設入館料込み）
〇行 程
JR伊集院駅南口(9:00出発)～吹上坊野地区・
西郷御座石～中島温泉旅館～大汝牟遅神社～
江口蓬莱館～海鮮まぐろ家（昼食）～
薩摩藩英国留学生記念館～食彩の里いちきくしき
の～観音ヶ池市民の森～伊集院駅（16時頃到着・
解散）

〇そ の 他 お客様の都合による申込取消は、所定
の取消料が発生します。

※串木野駅前・市来駅前からも乗車できます。
〇問 合 せ いちき串木野市総合観光案内所

☎32-5256
http://ichiki-kushikino.com/

〇日 時 ３月17日(土) 16:00～19:30
〇場 所 薩摩藩英国留学生記念館
〇内 容 ビートルズのコピーバンドによるアコー

スティックギターライブ
16:00 展示観覧（解説付き）
17:00 ディナー・ライブ

〇料 金 1,000円、高校生以下500円
（展示観覧券＋ワンプレートディナーセット付）

〇定 員 先着25名（高校生以下は保護者同伴）
〇その他 鹿児島中央駅・串木野駅からの送迎シャ

トルバス有（要予約）
〇予約・問合せ
いちき串木野市総合観光案内所 ☎32-5256

７

水産商工課 (☎33-5637)
ふか(サメ)の魚食フェア開催中

観光交流課 (☎33-5640)

明治維新150周年日帰りモニターツアー第３弾
｢幕末ゆかりの地“薩摩の西へGO(郷)!”」参加者募集

水産商工課 (☎33-5638)
合同企業説明会鹿児島で働かんけー？in鹿児島

観光交流課 (☎33-5640)

明治維新１５０周年記念アコースティックライブ
～ビートルナイトNightだよ！全員集合！～



〇日 時 ４月15日(日) 9:30～15:00(予定)
〇場 所 照島海岸
〇内 容 サラブレッド、中半血種、輓馬、ポニー

のレース
9:30 開会宣言・優勝旗返還
9:50～11:50 予選レース
11:50～13:00 アトラクション
13:00～15:30 決勝レース
※地元物産展開催
9:35～15:00（コース中間点付近）

〇問合せ 観光交流課 ☎32-3111
※当日は会場周辺の臨時駐車場は大変混雑します。
西薩中核工業団地の臨時駐車場とJR串木野駅か
ら無料シャトルバスを運行しますので、ご利用く
ださい。

心と身体を満たす、冠岳体感プログラムを行いま
す。修行体験を通して冠岳の自然を体感してみませ
んか。
〇日 時 ３月18日(日) 10:00～13:00
〇場 所 冠岳交流センター
〇内 容 崖上の不動明王像参り

文字に思いを込める書道体験
地元食材を使った郷土料理を堪能

〇料 金 大人2,000円 高校生以下1,600円
〇定 員 12名(最少催行５名)
〇対 象 12歳以上
〇申込締切 ３月14日(水)
〇そ の 他 長袖、長ズボン、帽子、歩きやすい靴

でお越しください。
〇問 合 せ いちき串木野市総合観光案内所

☎32-5256
http://ichiki-kushikino.com/

本市の主な観光地をぐるぐる巡る周遊ラッピング
バスを運行しています。一日乗車券を利用すると、
お好きな停車地で乗り降りすることができます。観
光やお出かけなどにもご利用ください。
〇一日乗車券 大人(中学生以上) 500円

子ども(小学生・未就学児) 200円
２歳以下は無料

※乗車時に購入。予約乗車をおすすめします。
※観光ガイドはありません。

〇コース
日置～いちき串木野コース ３月11日(日)
いちき串木野～羽島コース ３月21日(水･祝)★
冠岳～入来コース ３月25日(日)
★印は、コース上に「薩摩藩英国留学生記念館」
があります。発着時間など詳細はお問い合わせ
ください。

〇予約・問合せ いちき串木野市総合観光案内所
☎0996-32-5256
http://ichiki-kushikino.com/

桜の名所、観音ケ池で春の息吹を感じてみません
か。
〇日 時 ４月１日(日) 10:00～16:00
〇場 所 観音ケ池市民の森
〇内 容 10:30～14:30 ステージイベント

（金峰権現太鼓やエイサーなど）
10:00～16:00 地元特産品等販売
臨時駐車場の市来運動場から会場入口ま
でシャトルバスを運行します。

〇問合せ NPO法人いちき元気会 柳園
☎090-3602-6409

春休みの短期間で様々なスポーツを体験してみま
せんか。
〇日 時 ３月28日(水)～30日(金) 10:00～17:00
〇場 所 Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
〇内 容 体操・ダンス・文化活動
〇対 象 者 小学生（保護者の承認が必要）
〇定 員 30人 (定員になり次第締切)
〇参 加 料 3,000円（材料費等）
〇申込期限 ３月14日(水)
〇申 込 み Ｂ＆Ｇ海洋センター ☎32-8994

指定管理者㈱日本水泳振興会

レクリエーションダンス協会では、レクリエー
ションダンスを通して、健康づくりと仲間づくりを
行っています。
今回、第11回の発表会を開催します。皆様の多数

のご来場をお待ちしております。
〇日 時 ３月18日(日) 9:30～12:00
〇場 所 いちきアクアホール
〇演 目 レクリエーションダンス全般
〇問合せ レクリエーションダンス協会

会長 黒木 ☎36-4394

８

観光交流課 (☎33-5640)
第16回さくら祭りの開催について

観光交流課 (☎33-5640)

明治維新150周年記念
第61回 串木野浜競馬大会開催

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

ホームページ：http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/
携帯用：http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/mobile/
E-mail：info@city.ichikikushikino.lg.jp

観光交流課 (☎33-5640)

いちき串木野悠遊観光“EATこ(いいとこ)
ぐるぐるバス”3月運行のご案内

観光交流課 (☎33-5640)

体感プログラム
｢修行体験 in Kanmuridake｣ 参加者募集

市民スポーツ課 (☎21-5129)

第11回いちき串木野市
レクリエーションダンス発表会

市民スポーツ課 (☎21-5129)
B&G春のぜ～んぶギュッとプログラム参加者募集


