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いちき串木野 いちき串木野 

▲大原南棒踊り

▲タカ踊り

▲テープカットの様子 ▲クリーンエネルギー自動車試乗

▲さのさ太鼓

▲新エネルギー展▲エネルギークイズ大会

▲血圧測定（健康ふれあいまつり） ▲魚のさばき方教室

▲串木野かまぼこペインティング

▲どてかぼちゃ展示コーナー

10月21日と22日、串木野新港隣接会場で「平成18年度　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～」が開催され、

約６万５千人の人出で賑わいました。

▲花火大会
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▲羽島ちびっこマーチング

▲オモチャキッドショー

▲ＡＲＴＳ コンサート

▲日向ひょっとこ踊り

▲ＴＵＮＡ引き大会

▲ジミー入枝とザ・キングタウンズ コンサート

▲ボウケンジャーショー▲俊郎オカリナコンサート

▲市来湊祇園祭

▲舞台イベントに釘付け

▲味の５番勝負

▲ダンス王決定戦

▲市比野よさこい踊り

▲木工品作成
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平成19年度から個人住民税の制度が変わります

●税源移譲によって住民税が増えますが、
所得税が減るため、納税者の負担は変わりません。

より身近な行政サービスを効率よく行えるよう、国から地方へ税源の移譲（納税者が国へ納める税を減

らし、地方（県や市）に納める税を増やすことで国から地方へ税源を移すことです。）が行われるため、住

民税の制度が変わります。

平成19年度の改正内容は、次のとおりです。

住民税所得割の税率は、従来、課税所得が多いほど税率が高くなっていましたが（５％、10％、13％の

３段階）、これが課税所得の多い少ないに関わらず一律10％に変わります。このため、高額所得者の多い地

域（大都市圏など）に税収が集中することなく、税源移譲が可能となります。

※図中の税率は、県民税と市民税を合わせたものです。
※課税所得とは、前年の給与や年金、事業所得などの所得から、基礎控除や扶養控除、社会保険料控除
といった所得控除の合計を差し引いた残りの金額のことです。この課税所得に税率をかけたものが
「税額」となります。

※図中の税率は、県民税と市民税を合わせたものです。

住民税所得割の一律10％化に伴い、納税者の負担が増えないように、所得税の税率も見直されます。住

民税については最低税率が５％/10％に、最高税率が13％/10％になり、所得税は逆に最低税率が10％

/５％に、最高税率が37％/40％になります。＜下図のとおり＞

また、住民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があるため（例．扶養控除：

住民税33万円・所得税38万円|差額５万円）、住民税の税率を引き上げた場合、所得税の税率を下げただ

けでは税負担が増えてしまいます。このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて住民税額を減

額します。

これらの措置により、税源移譲の前後で「住民税＋所得税」の納税者の負担は変わりません。

１　所得割の税率が、一律10％（市民税６％、県民税４％）になります。

●課税所得200万円まで………………税率５％

● 〃　200万円超700万円まで……税率10％

● 〃　700万円超……………………税率13％

◎たとえば、課税所得が300万円の場合

……200万円×５％＋（300万円－200万円）

×10％＝20万円

課税所得にかかわらず、一律10％

◎たとえば、課税所得が300万円の場合

……300万円×10％＝30万円

※実際の税額は、この他に人的控除の差に対応

した減額措置が講じられます。

平成19年度から個人住民税の制度が変わります

（県民税４%、市民税６%）

a
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平成18年度の住民税所得割額の7.5％（上限２万円）が一律控除されていましたが、平成19年度から廃

止されます。(所得税は平成18年分について1/2に縮減|所得税額の10％、上限12万５千円)

平成17年１月１日時点において65歳以上の方で、かつ、前年の合計所得が125万円以下の方については、

住民税が段階的に軽減されますが（２年間）、この軽減措置が平成18年度の３分の２減額から、平成19年

度は、３分の１減額となります。

Ｑ1 今回の改正によって、結果的に税負担はどうなるのか？

Ａ1 税源移譲に関する改正（４頁）については、住民税と所得税を合わせた税負担はほとんど変わりませ

んが、住民税の定率減税の廃止（上記２）と所得税の定率減税の縮減（減税の率、上限額とも前年分

の1/2）、老年者非課税措置の段階的廃止（上記３）で、税負担が増える場合があります。

Ｑ2 年内に67歳を迎えるが、平成18年度は住民税が均等割のみ1,800円課税された。所得や扶養、所得控

除などの条件が同じ場合、平成19年度の住民税はどうなるか？

Ａ2 課税に関する条件が前年と変わらなければ、軽減措置が2/3から1/3になるため、平成19年度は3,100

円（市民税2,000円＋県民税600円＋森林環境税500円）が課税されます。

※夫婦＋子ども２人の場合、子どものうち１人が特定扶養親族に該当するものとしています。

※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。

★上記は、税源移譲による負担変動を示すものです。このほか平成19年分所得税、平成19年度分住民税

から定率減税が廃止される等の影響があることにご留意ください。

２　定率減税の廃止

3 老年者（65歳以上の方）非課税措置の段階的廃止

●問合せ先　串木野庁舎 税務課 市民税係 133－5616 ・ 市来庁舎 市民課 税務係 121－5116

Ｑ＆Ａ

＜税負担について＞

●独身者の場合

●夫婦＋子ども２人の場合

所得税

124,000

258,000

474,000

966,000

税源移譲前（単位：円）
給与収入

300万円

500万円

700万円

1,000万円

住民税

64,500

163,000

307,000

553,000

合　計

188,500

421,000

781,000

1,519,000

所得税

62,000

160,500

376,500

868,500

税源移譲後（単位：円）

住民税

126,500

260,500

404,500

650,500

合　計

188,500

421,000

781,000

1,519,000

負　担

増減額

０円

０円

０円

０円

| ＝

所得税

0

119,000

263,000

688,000

税源移譲前（単位：円）
給与収入

300万円

500万円

700万円

1,000万円

住民税

9,000

76,000

196,000

442,000

合　計

9,000

195,000

459,000

1,130,000

所得税

0

59,500

165,500

590,500

税源移譲後（単位：円）

住民税

9,000

135,500

293,500

539,500

合　計

9,000

195,000

459,000

1,130,000

負　担

増減額

０円

０円

０円

０円

| ＝
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医療費がたくさんかかっているって聞くけど、

どのくらいの金額なの？

平成17年度の一般国保では１年間に１人

約31万円、退職者医療制度では約47万円、

老人医療費では約97万円もかかっているんだ。

３つとも鹿児島県の平均より高い金額なんだよ。

え～！

わたしはそんな
に払っていない

とおもうけど・
・・

普段わたしたち
が医療機関の窓

口で払っている
のは、

実際にかかって
いる医療費の３

割で、あとの７
割は

国保が負担して
いるんだ。たと

えば、窓口で1
,500円

を払ったときは
、実際の医療費

は5,000円もか
かって

いるんだよ。
え～!! そうなんだ、びっくり！
じゃあ、もし医療費が増えていったら、どうなっちゃうの？

今の国保税額では、医療費を負担しきれなくなる可能性が

でてくるんだ！！そうすると、また保険税率を上げなければならないから、

みんなの国保税の負担が増えることになるんだよ。

それは困るわね。

じゃあ、そうならないようにするにはどうしたらいいの？

病気にならないことが一番かな。運動習慣や食生活、

疲労、喫煙など自分の生活習慣を見直すことが大事だよ。

いちき串木野市の医療費の大半を占めているのも生活習慣

病だからね。あとは病気を早めに見つけて早めに治療する

ことだね。

実際にかかった医療費は？
●３歳～69歳の人の場合
医療機関での支払額÷３（３割負担）×10＝実際にかかった医療費
★医療機関で1,500円払ったときは

1,500円÷３×10＝5,000円

●70歳以上の人（１割負担）の場合
医療機関での支払額÷１（１割負担）×10＝実際にかかった医療費
★医療機関で1,500円払ったときは

1,500円÷１×10＝15,000円

※それぞれ、７割分・９割分は国・いちき串木野市の負担とみなさんが納めた保険税とでまかない、
医療機関に支払っています。
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循環器系の疾患 

精神及び行動の
障害 

新生物 

消化器系の疾患 

筋骨格系及び 
結合組織の疾患 

損傷、中毒及び 
その他の外因の影響 

尿路性器系の疾患 

呼吸器系の疾患 

内分泌、栄養及び
代謝疾患 

脳卒中、心臓病、高血圧、
動脈硬化など 

統合失調症、躁うつ病、
ストレス関連障害など 

がん、白血病など 

胃潰瘍及び十二指腸
潰瘍、むし歯など 

腰痛、関節症、 
骨粗しょう症など 

骨折、中毒など 

腎不全、尿路結石症、
前立腺肥大など 

かぜ、肺炎、気管支炎、
ぜん息など 

糖尿病、高脂血症、 
甲状腺障害など 

循環器系の疾患循環器系の疾患 
116,835,790円 

精神及び精神及び 
行動の障害行動の障害 
55,567,730円 

新生物新生物 
50,666,860円 

消化器系の疾患消化器系の疾患 
44,510,330円 

筋骨格系及び筋骨格系及び 
結合組織の疾患結合組織の疾患 
44,160,780円 

損傷、中毒及び損傷、中毒及び 
その他の外因の影響その他の外因の影響 
39,335,380円 

尿路性器系の疾患尿路性器系の疾患 
35,862,210円 

呼吸器系の疾患呼吸器系の疾患 
31,216,820円 

内分泌、栄養内分泌、栄養 
及び代謝疾患及び代謝疾患 
25,083,380円 

その他その他 
50,928,850円 

循環器系の疾患 
116,835,790円 

精神及び 
行動の障害 
55,567,730円 

新生物 
50,666,860円 

消化器系の疾患 
44,510,330円 

筋骨格系及び 
結合組織の疾患 
44,160,780円 

損傷、中毒及び 
その他の外因の影響 
39,335,380円 

尿路性器系の疾患 
35,862,210円 

呼吸器系の疾患 
31,216,820円 

内分泌、栄養 
及び代謝疾患 
25,083,380円 

その他 
50,928,850円 

【疾病分類とおもな病気】 

老人被保険者 
（本市） 
 
 
老人被保険者 
（鹿児島県） 
 
 
退職被保険者 
（本市） 
 
 
退職被保険者 
（鹿児島県） 
 
 
一般被保険者 
（本市） 
 
 
一般被保険者 
（鹿児島県） 
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●いちき串木野市の１人あたりの医療費の状況は？

平成16年度のいちき串木野市の医療費は、一般被保険者が１人あたり30万3,057円、退

職被保険者が１人あたり44万9,450円、そして、老人被保険者が90万9,907円にもなって

おり、すべての被保険者において県平均を大きく上回っております。

●いちき串木野市ではどんな病気が多いの？

いちき串木野市での医療費の１位は、高血圧や心臓病などの「循環器系の疾患」です。

循環器系の疾患は、日頃の生活習慣の積み重ねによる病気であるため、毎日の生活習慣の

改善につとめ、健康なからだづくりにつとめましょう。

●問合せ先　串木野庁舎 健康増進課 保険給付係　133－5613
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期日：12月10日（日）

【集合出発場所】羽島コミュニティー広場　　　　　　　　　　
【受　 付】８：30～　
【開 会 式】９：00～（９：30出発予定）
【参加資格】健康な方ならどなたでも参加できます。
【携 行 品】タオル、手袋、帽子、水筒等（緊急時のために携帯電話をお持ちの方はご持参ください。）
【問 合 先】いちき串木野市教育委員会市民スポーツ課 121-5129 FAX 36-5228

いちき串木野市教育委員会分室 133-5650 FAX 32-7340
いちき串木野市役所羽島出張所 135-0014 FAX 35-1299

【申 込 先】上記場所及び体育センター、Ｂ＆G海洋センター、市来体育館でも下記
申込書の提出が可能です。

【事前申込締切】 12月４日（月）まで（当日受付も可能）
●主催：いちき串木野市、いちき串木野市教育委員会　●主管：大会実行委員会　●後援：いちき串木野市体育協会

※５年生以上の児童生徒のみの参加は、保護者の承諾印が必要です。４年生以下の参加は、保護者同伴とします。

氏　　　名
フ　リ　ガ　ナ 年齢

学年
住　　所

児童・生徒
学　校　名

保護者
印

電話番号
希望の
コースに○

バス希望
（○×）

性別
参加
回数

４・６・12 km

４・６・12 km

４・６・12 km

４・６・12 km

第９回　れいめいウオーク羽島・土川大会　参加申込書

切　り　取　り　線

誓　約　書
私事、このたび本大会に参加するにあたり、大会参加に伴い発生した事故及び貴重品管理等については、自己の責任と

し、主催者が加入する一日保険の対象外のことについては、主催者に対して一切の迷惑をかけないことを誓います。また、

大会当日は事故のないように安全を第一とし、自分の健康・安全に十分留意しながらマイペースで歩くことを誓います。

平成 年 月　　　日

上記誓約書に参加者全員同意します。 申込代表者氏名

東シナ海に浮かぶ沖ノ島、甑島を一望！自然を満喫しながら、
心と身のリフレッシュを図ってみませんか？

＜一句啓上コーナー優秀作品＞

小春日や　小舟が囲む　沖ノ島

作：平石　勝嗣さん（口之町）

①西郷万福池コース：６km（所要時間：１時間半程度）

②土川健脚コース：12km（所要時間：２～３時間程度）

③お気軽羽島コース：４km（所要時間：１時間程度）

※ご自分の体力・体調に合わせてお選びください。

☆参加料無料！（参加賞・健康つくり推進カード進呈）

☆もらってうれしいお楽しみ抽選会

☆特産品（がねんてんぷら・うどん等）販売コーナー

☆想い出を詠む「一句啓上コーナー」などもあります。

＜送迎バス運行予定＞

中央公民館出発８：00

アクアホール発７：40

※ 要予約です。

第９回 れいめいウオーク羽島・土川大会 第９回 れいめいウオーク羽島・土川大会 第９回 れいめいウオーク羽島・土川大会 

期日：12月10日（日）

印
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スタート／ゴール 
羽島コミュニティー 

土川小 

ＷＣ・休憩所 
12ｋｍ折返し 

12kmコース 

６kmコース 

４kmコース 

万福池 休憩所 

ＷＣ 

C

B

A

D

第９回れいめいウオーク羽島・土川大会コース図 第９回れいめいウオーク羽島・土川大会コース図 第９回れいめいウオーク羽島・土川大会コース図 

ＷＣ 

ＷＣ・休憩所 
４ｋｍ折返し 

※駐車場は、羽島小・中学校を 
　ご利用ください。 

羽島小Ｐ 

羽島中Ｐ 

れいめいの　ししたちたどる　海のみち （薩摩川内市：安藤　秋子さん）

健やかに　数百の友輩（とも） 連ね往く （羽島：冨永　優さん）

【一句啓上コーナー優秀作品 】
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まま ののちち話題

市来地域いきいきバス運行開始
11月６日、市来ふれあい温泉センター駐車場で市

来地域いきいきバス（市内巡回バス・月～土）の運
行開始式が行われました。
いきいきバスは、串木野地域で運行されているほ

か、日曜日は、市内の観光地を巡る「観光巡回コー
ス」としても運行しています。
みなさんもぜひご利用ください。
※コースなど詳しい内容につきましては、「広報い
ちき串木野10月20日号」に折り込まれている運
行路線表をご覧ください。

食 農 学 習
10月11日、市来中学校で同校３年生を対象とし

て食農学習が開催されました。
同学習では、柑橘類を生産されている松A敦子さ

んと栄養士の中馬里香さんを講師に招き、市来地域の
農業の現状や地域産の農産物を給食に取り入れた献立
作りなどについての講演が行われ、講演を聞いた生徒
たちにとって、実りある食農学習となりました。

オレロップ体操
アカデミーエリートチームが来庁
10月17日、デンマーク国のオレロップ体操アカ

デミーエリートチーム（デンマーク体操）が来庁さ
れ、力強さとやわらかさを兼ね備えたハイレベルな
体操を披露しました。
また、同チームは、神村学園での発表会に招待さ

れ、ハイレベルなデンマーク体操を披露し、生徒は
驚嘆、感動していました。

100歳おめでとうございます
10月11日、松寿園の西瀬戸チズヱさん（写真中

央）が100歳の誕生日を迎えられました。
西瀬戸さんを含め、本市の100歳以上の方は８名

になり、当日は、田畑市長が松寿園を訪れ、お祝い
の花や記念品などを贈呈しました。
西瀬戸さんは、入園直前の95歳まで農業に携わっ

ており、入園後も毎日欠かさず日記を書いたり、得意
のカラオケを歌ったりと元気に過ごされています。
いつまでもお元気で長生きしてください。
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文部科学大臣表彰受賞
10月31日、串木野市ソフトボール協会のこれま

での功績（旧串木野市時代の功績）をたたえ、文部
科学大臣表彰（生涯スポーツ優良団体表彰）の伝達
式が行われました。
同協会は、市内ソフトボールの普及・振興を図り、
また、健康で明るい社会づくりや社会体育の発展に
貢献するなど他の団体の模範として活動しており、
現在では、いちき串木野市ソフトボール協会として、
幅広い範囲で活動しています。

一人だけの金婚を祝い励ます会
10月31日、シーサイドガーデンさのさで新市とな

って初めての一人だけの金婚を祝い励ます会及び在宅
福祉アドバイザーともしびグループの集いが開催さ
れ、一人金婚者の方など約280名が参加しました。
今年は、一人だけの金婚を迎えられた29名の方々

が参加され、田畑市長を始め、婦人会員、ともしび
グループによる歌や踊りなどで一人金婚者を祝い励
ましました。

第２回 市小学校陸上記録会
10月18日、多目的グラウンドで第２回いちき串

木野市小学校陸上記録会が開催されました。
各種目の第１位は、次のとおりです。（敬称略）

【100ｍ走】
５年男子　大六野祐平（生 福 小）14秒9
女子　田尻　風花（串木野小）14秒8

６年男子　松木薗佑太（串木野小）13秒8
女子　内村　奈菜（串木野小）14秒9

【800m走】
５年男子　榎元　啓太（串木野小）2分47秒8
女子　上野　真由（照 島 小）2分51秒6

６年男子　吉村　健人（照 島 小）2分34秒5
女子　瀬戸口静香（冠 岳 小）2分43秒1

【走り幅跳び】
５年男子　本木　　秀（串木野小）3m86cm
女子　川元　　葵（照 島 小）3m33cm

６年男子　溝添　　悠（串木野小）4m35cm
女子　内村　奈菜（串木野小）4m07cm

【走り高跳び】
５年男子　榎元　啓太（串木野小）1m10cm
女子　後潟菜奈子（串木野小）1m15cm

６年男子　福満　　仁（市 来 小）1m25cm
大迫　琢真（市 来 小） 〃

女子　上新　真奈（串木野小）1m10cm
【60mハードル】
６年男子　溝添　　悠（串木野小）10秒3
女子　山口　　舞（照 島 小）12秒0

【400mリレー】
５年男子　串木野小Ａ　1分03秒1
女子　串木野小Ａ　1分04秒3

６年男子　串木野小Ａ　56秒9
女子　串木野小Ａ　1分00秒3

【長繩とび】
５年　串木野小２Ａ　130回
６年　照島小月Ａ　　206回
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第26回 秋季職域ソフトボール大会
11月５日、多目的グラウンドで第26回秋季職域

ソフトボール大会が開催され、参加した21チームは
熱戦を繰り広げました。
結果は、次のとおりです。
●Ａクラス
優　勝 どんどん
準優勝 串木野Ｂ－ＭＡＸ
●Ｂクラス
優　勝 ＺＡＣＫ
準優勝 ＮＢＰ

いちき串木野市文化祭
10月28日から11月５日にかけて、市民文化セン

ターといちきアクアホールを主会場に平成18年度い
ちき串木野市文化祭が開催されました。
習字、絵画などの作品展示会や日本舞踊、大正琴

などの芸能発表会が行われ、観客は文化の秋を満喫
していました。

12

荒川小で教育講演会
11月２日、荒川小学校で教育講演会が開催されま

した。
一人芝居を取り入れた講演で注目を集めている女

優のたぬきさん（本名：田上 みさこさん）を講師
に招き、「命の大切さ、希望をもって生きる」とい
う演題で、いじめの問題などを取り入れた一人芝居
をしていただきました。
児童を始め、講演会に参加した保護者、校区の

方々など多くの参加者は、たぬきさんの一人芝居に
心を打たれていました。

▲Ａクラス優勝　どんどん

▲Ｂクラス優勝　ＺＡＣＫ

▲作品展示会（いちきアクアホール）

▲作品展示会（中央公民館）

▲芸能発表会（いちきアクアホール）

▲芸能発表会（市民文化センター）



交通安全に願いを込めて
～旭小学校レター作戦～

10月24日、旭郵便局前の国道３号で旭小学校児
童が、いちき串木野警察署協力のもと、毎年恒例の
「交通安全レター作戦」を行いました。
旭小学校では、昭和40年度に交通安全少年団が発

足しました。登校は、地域ごとの登校班で行い、ま
た、月１回は登校班反省をし、交通事故に合わない
よう月の目標を決めたり、反省をしたりしています。
当日は、児童一人ひとりが心を込めて作った「交

通安全のしおり」を運転手に配布し、交通安全への
声かけを行いました。運転手のみなさんは、早速、
車内に吸盤つきのしおりを飾っていました。

市婦人会善意バザー
10月15日、串木野体育センターで市婦人会善意

バザーが開催されました。
各種婦人団体が合併し、はじめての善意バザーと

いうことで、市民の皆様からたくさんの協力があり
盛大に開催されました。
本年度は、約90万円を売上げ、益金の一部はこれ

まで同様、市内小・中学校に図書代として贈呈する
予定です。

第29回 少年剣道練成大会
10月21日、Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館でいちき

串木野市Ｂ＆Ｇ海洋センター開所記念第29回少年剣
道練成大会が開催され、市内外から団体戦に28チー
ム、個人戦に65名が参加しました。
本市の優勝団体及び優勝者は、次のとおりです。

（敬称略）
●団体戦
小学５・６年生の部　暁剣道スポーツ少年団Ａ
中学生の部　串木野中学校
●個人戦
小学４年生以下の部　内匠　さやか

（市来さざなみ剣道スポーツ少年団）
小学５・６年生の部　坂下　耕一郎

（暁剣道スポーツ少年団）
中学生男子の部　口ノ町　祐智（串木野中学校）
中学生女子の部　山口　真琴（串木野中学校）

No.22No.22No.22No.22No.22No.22

～ 複式５校授業研究会 ～
いちき串木野市内には、複式学級をもつ学校が

５校ありますが、この５校合同の授業研究会が10
月25日、旭小学校で開催されました。
当日は、５・６年生の国語科の研究授業（授業

者：荒島弘和教諭）が行われ、ガイド学習（児童
が小さな先生役になって主体的に進める学習）や
ワークシート（学習プリント）・評価カードの作
成の在り方等について熱心に討議されました。

お気軽にご相談ください！
「子どもがいじめられているのでは・・・。」

「最近、子どもが学校に行きたがらないのだけれ
ど・・・。」など、子どもさんのことで、そんな
悩みや不安はありませんか？どんな些細なことで
も結構です。お気軽にご相談ください。

【問合せ先】教育委員会　学校教育課　121‐5127

串
木
野
中
学
校

▲

暁
剣
道
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
Ａ

▲
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Ｂパート優勝 堀公民館
▲選手代表宣誓

▲川上小児童による一輪車演技

▲ねらいさだめて

▲応援の様子

▲綱引き

▲市来幼稚園児による親子おどり

▲メドレーリレー①

▲玉いれ

▲市来小児童による金管バンドマーチング

▲心をひとつに① ▲心をひとつに②

▲メドレーリレー②

▲公民館対抗リレー決勝

▲市来保育所園児によるゆうぎ

Ｂパート優勝 堀公民館Ａパート優勝 木場迫公民館Ａパート優勝 木場迫公民館

市来地域大運動会 市来地域大運動会 市来地域大運動会 
第１回 第１回 第１回 

10月15日、市来中学校グラウンドで第１回市来地域大運動会が開催
されました。

公民館対抗リレー
Ａパート優勝　平向公民館
Ｂパート優勝　崎野公民館

関西市来杯優勝　木場迫公民館

躍 進 賞　松原公民館

敢 闘 賞　平向公民館

14
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●日　時 12月10日（日）９：00～16：00
●場　所 いちきアクアホール敷地内
●内　容 地元産の農産物の展示即売、まぐろのか

ぶと焼き、もちつき大会、地元産の小麦
粉で作るアンダギー・だんご汁など無料
配布。手作りバザーやお楽しみ抽選会な
ど盛りだくさんです。また、ホール内で
は、市来保育所のお遊戯、ものまね・歌
謡ショーなど各種イベントを予定してお
ります。

※市民の皆様の多数のご参加をお待ちしております。
●問合せ先
いちき串木野市ふれあいフェスタ実行委員会
（市来庁舎 産業経済課内）

動物愛護講習会が下記日程で開催されます。
保健所で引き取りをした子犬等の譲り渡し（一般

譲渡）を受けたい方は、必ずこの講習会を受講して
ください。
この講習会を受講されないと一般譲渡は受けられ

ません。
●日　程 12月６日（水）午前11時～　１時間程度
●場　所 伊集院保健所　会議室（伊集院合同庁舎）
●内　容 q犬の飼い方・しつけ方について

w犬の登録や狂犬病等について
※受講申込みは、開催日の前々日までに伊集院保健
所衛生課（1099-273-3111 内線206）へご連絡
ください。
※会場の駐車場は狭いので、できるだけ公共交通機
関をご利用ください。
※子犬等の一般譲渡は、譲渡会で行います。譲渡会
の有無等の問合せについては、伊集院保健所衛生
課にお問い合わせください。

川薩人材育成センターでは、次のパソコン講座生
を募集します。
●講 座 名　・パソコン科アプリケーション（夜間）

・ＣＡＤ科（夜間）
●受講時間 各コース　18時30分から21時まで
●開催期間 各コース　１月５日から３月27日まで

の毎週火曜日及び金曜日
（土曜日の午後からは自由演習）

●募集定員 ・パソコン科アプリケーション　15名
・ＣＡＤ科　８名

●受 講 料
・パソコン科アプリケーション　60,000円
・ＣＡＤ科　90,000円

●受付開始日 12月１日（金）午前９時から
（定員になり次第締め切り）

●問合せ及び申込み先
川薩人材育成センター　122-3873

年末年始のし尿汲み取り指定日を次のように変更
します。
q12月29日（金）が指定日の地区は12月27日（水）
に変更します。
※該当する公民館：市来地域　迫・安茶公民館

w12月29日（金）から１月３日（水）までは休みと
なります。

e１月１日（月）から１月３日（水）が指定日の地
区は１月４日（木）から汲み取りをいたします。
※年末は、汲み取りの申込みが多く、指定日以外で
の汲み取りは原則として控えさせていただきます
ので、必ず指定日の前日までに「汲取申込札」で
申込みをしてください。

家庭から排出される生ごみは、多量の水分が含ま
れており家庭での持ち出しにも大変苦労をされてい
ると思います。そこで、ごみを乾燥することにより、
減量化はもとより持ち出しの安易性、また、環境の
浄化、さらには処理場での処理の有利さも考え、電
気式生ごみ処理機を購入された方に対して、補助金
の交付を行っています。
申請手続き等については、以下のとおりです。
●申請書類
補助金交付申請書・販売店で発行してもらった領

収書（※）・印鑑
※領収書は、メーカー、型式等が記載され明細の
分かるもので、必ず申請者（世帯主）の名前で
発行してもらってください。

●申 請 先
・串木野庁舎　生活環境課
・市来庁舎　市民課（121-5115）
●留意事項
q“電気式生ごみ処理機”を、平成17年10月11日以
降に新たに購入された世帯が対象になります。

w補助金の額は、電気式生ごみ処理機の購入費の２
分の１以内で、限度額は１台あたり25,000円です。
１世帯につき１台のみ補助金を交付します。

平成19年度版農業日誌等の予約を受け付けています。
ご希望の方は、行政嘱託員（串木野地域）・公民
館長（市来地域）を通じてお申し込みください。
●種　　類 農業日誌（Ｂ６版）：1,400円／冊

ファミリー日誌：1,400円／冊
新農家暦：480円／冊
※代金は引渡し時にお支払いください。

●申込期限 12月４日（月）
●引渡予定 12月中旬

おしらせ版おしらせ版
保健・衛生・福祉

電気式生ごみ処理機購入設置補助金について

生活環境課（133－5614）

農業日誌等の予約受付

農政課（133－5635）

年末・年始の
し尿汲み取り指定日の一部変更について

串木野衛生センター（132－3612）

募 集 ・ 催 し

いちき串木野市ふれあいフェスタの開催

産業経済課（121－5124）

動物愛護講習会の開催について

生活環境課（133－5614）

「パソコン講座生」受講生募集

商工観光課（133－5638）



本市では、行政改革に関する取組について検討し
てきたところですが、今回、次の計画を正式に決定
しましたのでお知らせします。
これらの計画については、企画課（串木野庁舎）

及び総務課（市来庁舎）に備え置いているほか、市
のホームページにも掲載してありますのでご覧くだ
さい。
なお、１、２、３に関し実施したパブリックコメ

ントにより寄せられた意見及びそれに対する市の考
えについても併せて公表しています。
１　いちき串木野市行政改革大綱
２　いちき串木野市行政改革大綱推進計画
（集中改革プラン）

３　公の施設に関する管理方針
４　財政健全化計画
５　定員適正化計画
６　組織機構見直し方針

「世界人権宣言」は、基本的人権及び自由を遵守
し確保するために、世界のすべての人々とすべての
国々とが達成すべき共通の目標として、昭和23年
（1948年）12月10日の第３回国際連合総会におい
て採択されました。
法務省及び全国人権擁護委員連合会では、12月４

日から10日までを「人権週間」と定め、広く国民に
呼びかけ、人権尊重思想の普及高揚を図っています。

【県下一斉電話人権相談日】
●日　　時 12月10日（日）
●受付時間 午前10時～午後５時

10570-700783（ナビダイヤル）
※ＰＨＳ、ＩＰ電話からは接続できません。

家庭内のもめごとや隣近所とのトラブル、いじめ
や差別など、悩みや困りごとがあったら、お気軽に
ご相談ください。なお、秘密は厳守されます。
～鹿児島地方法務局・鹿児島県人権擁護委員連合会～

第58回人権週間に伴い、次のとおり特設人権相談
所が開設されます。
いじめや差別など、悩みや困りごとがありました

ら、お気軽にご相談ください。なお、秘密は厳守さ
れます。
【串木野地域】
●日　時 12月６日（水）10：00～15：00
●場　所 中央公民館
【市来地域】
●日　時 12月８日（金）10：00～15：00
●場　所 市来老人福祉センター
…相談員…
・川内社会保険事務所職員　　・人権擁護委員
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行政改革に関する計画の公表について

企画課（133－5639）

第58回　人権週間について

市民課（133－5612）

特設人権相談所を開設

串木野庁舎市民課（133－5612）市来庁舎市民課（121－5115）

平成15年９月の地方自治法の一部改正により、
「公の施設」の管理について、指定管理者制度が導
入されました。
これまで委託先が、市の出資法人や公共的団体等

に限定されていた施設の管理運営について、民間事
業者も含めた幅広い団体に委ねることが可能となり
ました。
今回、都市公園等を管理する指定管理者を募集し

ます。募集要領は、土木課（市来庁舎）又は企画課
（串木野庁舎）にありますので、お問い合わせくだ
さい。（※ホームページにも、掲載してあります。）
●施 設 名 １．南部地区公園

都市公園（15箇所）・小水林間広場
２．北部地区公園
都市公園（14箇所）・シーフードバザール

●応募資格 １．法人等その他の団体であること
（法人格は必ずしも必要ではありま
せんが、個人は不可。）

２．市内に主たる事務所を有すること
３．その他募集要領による

●業務範囲 公園等の維持管理
・公園樹木の剪定及び園内の除草
・トイレ等の施設の清掃
・遊具等の保守点検及び軽微な修繕
・維持管理費の支払い
・その他募集要領に基づく業務

●指定期間 平成19年10月１日～平成22年３月31日
●要領配布 平成18年11月30日（木）まで
●応募締切 平成18年12月20日（水）
●問合せ先
・市 来 庁 舎　土木課　施設維持係
・串木野庁舎　企画課　企画調整係（133-5634）

都市公園等の指定管理者募集について

土木課（121－5151）

そ の 他

ウッドタウン串木野分譲キャンペーンについて
都市計画課（121－5154）

■団地概要
【地目】宅地【用途地域等】 都市計画区域内、未指定（建ぺい率70％・容
積率400％）【道路】６m～９m【設備】上水道：市水道、汚水処理：個別
合併処理浄化槽、ガス：プロパンガス（個別方式）【公共公益施設】生福保
育所1.1km、生福小学校1.3km、生冠中学校1.3km、いちき串木野市役所
3.8km、串木野郵便局3.5km【交通】 林田バス：医師会病院前バス停（徒
歩約２分）※ウッドタウン串木野で建築可能な建物は在来木造住宅及び木
質系プレハブ住宅です。【広告有効期限】 平成19年１月15日まで

鹿児島県住宅供給公社
ウッドタウン串木野
プレゼントキャンペーン実施中
分譲土地をご成約された方に下記景品のいずれかをプレゼントZ
(公社全分譲団地で先着30名様）

分譲価格表

鹿児島県住宅供給公社 1099-226-7831
〒892-0838  鹿児島市新屋敷町16番21号（公社ビル）http://www.synapse.ne.jp/kajyukou/

期　間

平成19年１月15日まで

① 32型液晶テレビ（地上波デジタル対応）
② ハイビジョンレコーダー（地上波デジタル対応）
③ ドラム式洗濯乾燥機（洗濯・脱水容量９O）
④ 冷蔵庫（６ドア・535リットル）

区画番号

１－７

１－９

２－５

G

211.24

252.92

252.29

坪

63.90

76.50

76.31

土地価格
（万円）

549

606

655

土地面積



次の方々から故人の香典返しにかえて、社会福祉協

議会に寄付をいただきました。

ありがとうございました。ご冥福をお祈りします。

（届出人が同意した方だけ掲載してあります。）

看板などの屋外広告物は、商店や会社の場所を示
したり、商品やサービスの情報を提供するなど、身
近な情報を伝える手段として、広く皆様に利用され
ています。
しかし、公告物が自由勝手に掲出されると、まち

なみや自然の美しい景観が損なわれたり、広告物の
転倒や落下などによる事故も心配されるため、鹿児
島県屋外広告物条例で、屋外広告物が正しく掲出さ
れるよう定められています。
屋外広告物の正しい掲出についてご協力をお願い

いたします。
※鹿児島県屋外広告ホームページ
「屋外広告物を掲示するには」
http://www.pref.kagoshima.jp/home/toshikeika/hand-b/08008005.html

12月は、「歳末たすけあい共同募金運動月間」と
なっており、援助や支援を必要とする人たちに対し
て、「みんなでささえあうあったかい地域づくり」と
いう趣旨でボランティアによる街頭募金を行います。
寄せられた善意は、地域住民の福祉活動への参加

の推進、地域福祉・在宅福祉サービスの充実に使わ
せていただきます。
皆様の暖かいご協力をお願いします。
●日　時 12月２日（土）12：00～16：00
●場　所 市内のスーパー店頭など16箇所
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屋外広告物の正しい掲出について
都市計画課（121－5152）

歳末たすけあい街頭募金にご協力を!!
社会福祉協議会（132－3183）

交通安全一口メモ交通安全一口メモ

香典返しを寄付
社会福祉協議会（132－3183）

寄 付 者 名
小　牧　菊　世
崎　山　　　範
川　邉　　　勝
小　屋　清　子
松　元　耕　治
芹ヶ野　惠　造
中　夷　幹　夫
須納瀬　　　茂
丸　山　カツエ
石　神　アツ子
大六野　繁　雄
良　井　満　義
西之園　ヒサ子
迫　　　　　直
新　村　　　豊
●中間　テルヨ
兒　玉　光　二
木之下　愛　子
東　　　浩　二
内　野　洋　子
松　下　良　照
吉　村　マルヱ
佐保井　　　正
重　信　トシ子
岳　川　利　雄

故 　 人
小　牧　初　江
竹　下　シヅエ
川　邉　マツヱ
柳　川　仲　盛
松　元　哲　次
芹ヶ野　シヅエ
中　夷　美　喜
須納瀬　　　静
丸　山　岩　雄
石　神　フ　ミ
大六野　アツ子
良　井　チ　ノ
●之園　勝　巳
迫　　　カツエ
新　村　テ　ル
●中間　正　盛
兒　玉　　　理
木之下　　　実
東　　　重　志
内　野　　　米
松　下　キ　リ
吉　村　良　則
佐保井　ハ　ル
重　信　仲　一
岳　川　利　光

年齢
93
97
92
82
90
86
95
86
81
95
80
86
77
86
88
71
92
55
78
91
88
76
96
73
58

住　所
上　名
埼玉県
下　名
浦和町
上　名
京　町
西塩田町
千葉県
川　上
大　里
上　名
上　名
大　里
湊　町
大　里
大　里
上　名
上　名
下　名
東島平町
湊　町
川　上
大　里
大　里
下　名

12月の心配ごと相談

社会福祉協議会（132－3183）

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）。他の相談は予約はいりませ

ん。その他お問い合わせは、社会福祉協議会へどうぞ。

相 談 場 所
及　び
相 談 時 間

相談種別 相　談　員１日
相　談　日

生 活 ・ 福 祉
児 童 相 談

健康・介護相談

年 金 ・ 保 険
交通事故相談

心配ごと相談員

看護師経験者

社会保険労務士

司　法　書　士
土地家屋調査士

税 理 士

弁 護 士

心配ごと相談員

財産・登記相談

税金・経営相談

法　律　相　談

生活・福祉相談

８日 15日 22日
金 金 金 金

５日 12日 19日 －
火 火 火 －

○ ○ ○ ○

－ ○ － －

○ － ○ ○

○ － ○ ○

－ ○ － －

－ ○ － －

○ ○ ○ －

串 木 野 老 人
福祉センター
９：00～12：00

市 来 老 人
福祉センター
10：00～12：00

11月の市税納期

税務課（133－5615）

納期限内の納付にご協力ください。
口座振替日は、11月27日です。口座振替の方は、

預金残高のご確認をお願いします。なお、口座振替
の手続きは、お近くの金融機関に納付書・通帳・印
鑑をご持参のうえ、お手続きください。

国民健康保険税　第４期 11月30日

～横断歩道のお話～
自治振興課（133－5632）

日本における横断歩道は、法令上は「道路標識又は道
路標示により歩行者の横断の用に供するための場所であ
ることが示されている道路の部分」と定義され、道路上
に間隔0.45～0.5mの白色の縞模様を描いたものであり、
道路交通法によって、歩行者・自転車には道路横断時の
横断歩道・自転車横断帯の使用義務、車両には横断歩
道・自転車横断帯における歩行者・自転車に対する譲歩
優先義務が規定されています。
しかし､信号のない横断歩道・自転車横断帯で停止する
車両は少なく､歩行者・自転車の安全な横断を確保すると
いう意味では実効性に乏しい現状にあります｡
車両等は、横断歩道・自転車横断帯に接近する場合に

は、原則として、直前（停止線がある場合はその位置）
で停止できるような速度での進行に努めましょう。
これから師走を迎えるに
あたり、通勤・通学時等に
はドライバーに限らず歩行
者も、時間に余裕を持った
行動から事故防止Z
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図 書 館 だ よ り

≪≪市来分館おはなし会≫≫

☆日　時：12月23日（土）11：00～

４(月)・11 (月)・17 (日)・23 (土)・

25 (月)・29 (金)・30 (土)・31 (日)

※開館時間　８：30～17：00

市立図書館12月の休館日

４(月)・11 (月)・18 (月)・25 (月)・

28 (木)・29 (金)・30 (土)・31 (日)

※開館時間　９：00～18：00

市来分館12月の休館日

12月の本の宅配は
14日（木）・27日（水）です。

≪≪館内おはなし教室≫≫

☆日　時：12月２日（土）15：00～

☆内　容：えほん　かみしばい

～・～・～・～・～・～・～・～・～

☆日　時：12月15日（金）16：00～

☆内　容：えほん　おりがみ

日　時：12月９日（土）14：00～
場　所：中央公民館　２階　和室
内　容：エプロンシアター

パネルシアター
えほん　など
『バンビの会』『たんぽぽの会』
の楽しいおはなし会です。

◇新着図書（一般用図書）◇
・桜ハウス（藤堂志津子）
・息がとまるほど（唯川恵）
・レインツリーの国（有川浩）
・12番目のカード
（ジェフリー・ディーヴァー）
・絵手紙の年賀状2007版

◇新着図書（児童用図書）◇
・おんちゃんは車イス司書
・せんたくねこさん
・きんじょのきんぎょ

☆★12月の移動図書館巡回日程★☆

サービスステーション（到着予定時刻）

土川小学校（13：10）

東塩田　ＪＡ駐車場（12：30）

旭小学校・旭幼稚園（13：10）

薩摩金山蔵駐車場（14：30）

麓　八久保公園（15：10）

冠岳小学校（13：10）

ウッドタウン集会室前（14：20）

酔之尾西　潟山マンション駐車場（15：20）

ひばりが丘団地（15：50）

荒川小学校（13：10）

浜ヶ城　南商店隣（14：30）

平江岡入口（15：00）

羽島小学校（13：10）

浜町市場通り会無料駐車場（14：40）

塩田団地（15：20）

生福小学校（13：10）

雇用促進住宅（14：50）

袴田東　城之園栄伸氏宅東（15：50）

羽島中学校（13：10）

川上小学校（13：10）

中組集落センター（14：10）

迫田前県営住宅（15：00）

川南地区広報研修館（15：40）

串木野西中学校（13：10）

恵比須県営住宅（14：30）

佐保井住宅（15：10）

迫公民館（15：50）

生冠中学校（13：10）

コース

１コース

２コース

３コース

４コース

５コース

６コース

７コース

８コース

９コース

10コース

日

12月５日

12月６日

12月７日

12月12日

12月13日

12月14日

12月19日

12月20日

12月21日

12月22日

みんなで、あそびにきてね。

10月から『図書館利用者カード』が必要

になりました。

クリスマ
スおはなし会クリスマ
スおはなし会クリスマ
スおはなし会
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〔すくすく育って大きくなあれ〕〔すくすく育って大きくなあれ〕〔すくすく育って大きくなあれ〕〔すくすく育って大きくなあれ〕〔すくすく育って大きくなあれ〕〔すくすく育って大きくなあれ〕〔すくすく育って大きくなあれ〕〔すくすく育って大きくなあれ〕〔すくすく育って大きくなあれ〕〔すくすく育って大きくなあれ〕〔すくすく育って大きくなあれ〕〔すくすく育って大きくなあれ〕〔すくすく育って大きくなあれ〕〔すくすく育って大きくなあれ〕〔すくすく育って大きくなあれ〕〔すくすく育って大きくなあれ〕〔すくすく育って大きくなあれ〕 10月届出分10月届出分10月届出分10月届出分10月届出分10月届出分10月届出分10月届出分10月届出分10月届出分10月届出分10月届出分10月届出分10月届出分10月届出分10月届出分10月届出分

市の人口（11月１日現在）
総人口　32,680人　　　男　　15,289人　　

世帯数　13,609世帯　　女　　17,391人

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

いちき串木野市交通安全の日
一般心配ごと相談
（９：00～12：00 串木野老人福祉センター）

選挙人名簿縦覧（～７日）
（８：30～17：00 市来庁舎　選挙管理委員会事務局）
生福市（９：00～12：00 生福農協前広場）
当 番 医　知　　花　　内　　科（132-8151）

金 　 子 　 病 　 院（外科）（133-0011）
市 　　来　　内　　科（136-5000）

当番薬局　串 木 野 調 剤 薬 局（132-8116）
み や び 薬 局 市 来 店（121-5030）

人権週間（～10日）
行政相談、一般心配ごと相談
（10：00～12：00 市来老人福祉センター）
２歳児歯科検診（平成16年11月生まれ）
（13：00～　串木野健康増進センター）
市来地域定例公民館長会
（９：00～11：30 いちきアクアホール）
特設人権相談（10：00～15：00 中央公民館）
２歳６カ月児歯科検診（平成16年５月生まれ）
（13：00～　串木野健康増進センター）
５歳児歯科検診（平成13年11月生まれ）
（13：00～　串木野健康増進センター）
行政相談、法律・一般心配ごと相談
（９：00～12：00 串木野老人福祉センター）
特設人権相談（10：00～15：00 市来老人福祉センター）

第９回れいめいウオーク羽島・土川大会
（８：30～15：00 羽島・土川地区）
いちき串木野市ふれあいフェスタ
（９：00～16：00 いちきアクアホール敷地内）
日置地区学校給食展・健康まつり
（10：00～15：30 いちきアクアホール）
当 番 医　えんでん内科クリニック（132-7000）

南 州 整 形 外 科 病 院（132-0051）
ゆのもと記念病院（1099-274-2521）

当番薬局　山　内　調　剤　薬　局（132-3908）
さ く ら 調 剤 薬 局（133-0450）

定期健康相談・母子健康相談・母子手帳交付
（９：00～16：00 串木野健康増進センター）
健康相談（13：30～15：00 市来保健センター）
一般心配ごと相談
（10：00～12：00 市来老人福祉センター）
１歳６カ月児健康診査（平成17年５月生まれ）
（13：00～　串木野健康増進センター）
３歳児健康診査（平成15年５月生まれ）
（13：00～　串木野健康増進センター）
自主文化事業　プラハ・バロック合奏団　クリスマス
コンサート（18：30開場　市民文化センター）
高齢者交通安全の日
一般心配ごと相談
（９：00～12：00 串木野老人福祉センター）

青少年育成の日
家庭の日
チルドレンフェスティバル
（９：00～　市民文化センター）
当 番 医　串木野内科・循環器科（133-2211）

春　田　整　形　外　科（133-2882）
石神胃腸科内科医院（1099-274-3110）

当番薬局　さ の さ 調 剤 薬 局（121-2280）
ニューことぶき調剤薬局（133-1891）

６カ月児健康相談（平成18年５月生まれ）
（12：45～　串木野健康増進センター）
一般心配ごと相談
（10：00～12：00 市来老人福祉センター）
１歳児健康相談（平成17年10月生まれ）
（12：45～　串木野健康増進センター）
交通事故０の日
年金相談（10：00～15：00 中央公民館）
乳児・産婦健康診査（平成18年８月生まれ）
（12：30～　串木野健康増進センター）
一般心配ごと相談
（９：00～12：00 串木野老人福祉センター）
天皇誕生日
当 番 医　京町内科・脳神経クリニック（132-2855）

和　田　外　科　医　院（132-4185）
博 悠 会 温 泉 病 院（1099-274-2238）

当番薬局　ア ク ア 調 剤 薬 局（133-2933）
税務課日曜窓口（９：00～12：00 串木野庁舎）
第36回市ロードレース大会
（９：00～12：00 串木野新港周辺）
当 番 医　丸　　田　　病　　院（132-2263）

ふくもと整形外科・内科クリニック（132-4145）
樋 口 ク リ ニ ッ ク（1099-274-9388）

当番薬局　と 　 ま 　 と 　 薬 　 局（132-2270）
つ ば さ 薬 局 串 木 野（133-0900）

定期健康相談・母子健康相談・母子手帳交付
（９：00～16：00 串木野健康増進センター）
離乳食教室（13：30～　串木野健康増進センター）

消防団年末夜警（～30日）
（21：00～24：00 市内全域）

当 番 医　冨　　宿　　医　　院（132-3024）
春田リハビリテーション病院（132-2200）
博 悠 会 温 泉 病 院（1099-274-2238）

当番薬局　ニューことぶき調剤薬局（133-1891）
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12月の市民カレンダー

川　上 剛 池　山　　陸　 

上　名 寿　幸 荒　牧　咲　来 

昭和通 照　志 和　田　黎　子 

曙　町 克　志 下　園　樹　乃 

東島平町 健　二 畠　中　瑛　二 

下　名 利　幸 岩　下　翔　一 

春日町 拓　也 吉　留　由　彩 

元　町 陽　一 峯　　　悠　人 

春日町 卓　也 松木薗　勇　希 

小瀬町 洋　和 坂　田　杏　奈 

下　名 義　行 野　　　あ　や 

下　名 真　吾 梅　木　友　紗 

旭　町 伸　二 伊佐見　陽　奈 

上　名 康　平 有　馬　優　光 

上　名 心 古　市　聖　剛 

上　名 靖　則 鳥井原　弘　人 

川　上 和　輝 大　迫　莉　実 

小瀬町 智　和 下迫田　唯　惺 

春日町 隆大朗 和　田　晃　隆 

曙　町 利　文 井ノ上　莉　子 

小瀬町 康　裕 田　中　悠　翔 

西塩田町 史　裕 中　島　は　な 

上　名 伸　悟 萩木場　伊　織 

川　上 博　行 尾　原　直太朗 

湊　町 正　直 大　屋　璃　玖 

住　所 保護者 子どもの名前 住　所 保護者 子どもの名前 住　所 保護者 子どもの名前 
　 り　　　く 
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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だけ掲載してあります。）



「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。

★

★★
★★

★ ★★

早く大きくなってね。
父：靖則さん

鳥井原　弘
ひろ

人
と

くん
（上名）

心の広い人間になってね。
母：桂子さん

大屋　璃
り

玖
く

くん
（湊町）

（10月届出分）

ち

き
ゅう
にやさしい

み
どりをまも

る本紙は古紙配合率100％再生紙を使用しています 

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
 

 
〒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 
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シリーズ　⑪ 
串木野中学校

串木野中学校ホームページ　　http://www12.synapse.ne.jp/kushikino-jh/top.html

本校は、生徒会活動や部活動が大変活発で、毎朝のあいさつ
運動や募金活動、ボランティア活動にも積極的に取り組んでい
ます。また、「行きたい学校、行かせたい学校」を合い言葉に、
生徒と教職員、保護者ががっちりとスクラムを組んで取り組ん
でいます。

学力アップ

分かってくる
と楽しいね！

思いやりアップ

花いっぱいの学
校にしたいね！

体力・気力アップ

全ての行事に
完全燃焼だ！


