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ＪＲ鹿児島本線

『神村学園前駅』開業

▲八房公民館の踊り

▲一日駅長　出発式

▲神村学園高等部吹奏楽部演奏

▲会場風景

神村学園前駅 発車時刻表
鹿児島中央方面（下り） 川内方面（上り）

発車時刻 行先（到着時刻） 発車時刻 行先（到着時刻）
5:51 鹿児島中央 （  6:24） 6:20 川　内（  6:37）
6:13 鹿児島中央 （  6:50） 6:33 川　内（  6:52）
6:39 国　　　分 （  8:11） 7:09 川　内（  7:27）
7:02 鹿　児　島 （  7:46） 7:41 川　内（  7:56）
7:24 国　　　分 （  8:52） 8:04 川　内  （  8:20）
7:48 鹿児島中央 （  8:21） 8:35 串木野（  8:38）
8:19 宮　　　崎 （11:32） 9:02 川　内（  9:18）
8:47 鹿児島中央  （  9:24） 9:29 串木野（  9:31）
9:21 鹿児島中央 （10:00）10:01 川　内（10:16）
9:39 鹿児島中央 （10:11）10:58 川　内（11:13）
10:06 鹿児島中央  （10:39）12:01 川　内（12:16）
10:43 鹿児島中央 （11:15）12:59 川　内（13:14）
11:37 鹿児島中央 （12:09）13:59 川　内（14:14）
12:38 鹿児島中央 （13:10）14:57 川　内（15:13）
13:36 鹿児島中央 （14:08）15:20 串木野（15:23）
14:42 都　　　城  （17:01）16:02 川　内 （16:19）
15:33 鹿児島中央 （16:07）16:25 串木野（16:28）
16:10 鹿児島中央 （16:44）17:08 川　内（17:25）
16:35 鹿児島中央 （17:08）17:34 川　内（17:51）
17:15 鹿　児　島 （18:01）17:43 川　内（17:58）
17:49 鹿　児　島 （18:36）18:24 川　内（18:40）
18:16 国　　　分 （20:02）18:40 川　内（18:55）
18:48 鹿児島中央 （19:21）19:04 川　内（19:20）
19:13 鹿児島中央 （19:51）19:30 川　内（19:47）
19:42 鹿児島中央 （20:15）20:06 串木野（20:09）
19:59 鹿児島中央 （20:37）20:28 川　内（20:45）
20:21 鹿児島中央 （20:55）20:59 串木野（21:02）
20:43 鹿児島中央 （21:21）21:39 川　内（21:56）
21:14 鹿児島中央 （21:47）21:59 川　内（22:14）
21:52 国　　　分 （23:27）22:31 川　内（22:46）
22:47 鹿児島中央 （23:20）23:09 川　内（23:24）
23:53 鹿児島中央 （  0:26）23:45 川　内（  0:00）
※ 下り列車は、すべて鹿児島中央
駅に停車します。

0:24 川　内（  0:38）

○運賃   
　鹿児島中央駅まで630円　川内駅まで270円 
　串木野駅まで160円　　　市来駅まで160円

祝
　いちき串木野市と九州旅客鉄道株式会社、神村学園とで整備を進めてまいりました神村学園前駅が、
３月13日（土）に開業いたしました。
　通勤・通学、お買い物などお出かけの際には、ぜひご利用ください。
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姉妹都市盟約締結30周年を記念し、サリナス市等を訪問
　いちき串木野市とサリナス市との姉妹都市盟約締結30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（17名）を組織し、２月２日から２月９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、まずロサンゼルス市内を視察した後、日系人が数
多く眠っているエバーグリーン墓地を訪問し、その後４年前に設置
された南加鹿児島県人の慰霊碑を県内の首長として初めて訪問し
て、集団移民で苦労された郷土出身者のご冥福を祈りました。
　また、ロサンゼルス市近郊に在住する南加串木野クラブとの懇親
会では、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
て世界に羽ばたいて築いてきた「本物の開拓者魂」と移住者の方々
が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。懇親

会では、訪問団から詩吟や相撲甚句が披露され、また持参した焼酎やつけ揚げも手伝って久しぶりの再
開に話を弾ませるとともに、今後の交流活動への協力が話し合われるなど有意義なひと時を過ごしました。
　翌日は、老人福祉の街づくりや軍港で名高いサンディエゴ市を視察した後、メキシコ国境を徒歩で越
え、ティファナの街を散策しましたが、繁栄するアメリカを一歩離れただけで文化・経済・治安が大き
く異なることを感じました。
　空路サンフランシスコへの移動後、雨季で山々が緑色に色付く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である「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、先人へのご冥福を祈り
ました。
　サリナス市では、現地のご婦人方にお握りや味噌汁を準備してい
ただき、久しぶりの日本食に訪問団全員が感謝するとともに、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、ドナヒュー市長の計らいでサリナス市を郡都とするモント
レー郡の定例市長会にも参加しました。モントレー郡は雄大な自然
や歴史あるゴルフコース・芸術・豊かな農林水産資源を活かした観
光産業など個性的な文化を持つ地域であり、田畑市長はこの席で本
市と共通する点が多くあることから「食のまちづくりによる来訪者
のもてなしのヒントをつかんで帰りたい。」と述べました。
　サリナス市では、北加串木野人会との懇親会の他、サリナス市・

いちき串木野市姉妹都市協会との懇親会が催され、約120名の方が
参加しました。
　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
30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、この席には在

サンフランシスコ日本国総領事館から東野領事と長岡副領事が参加
され、30周年記念および姉妹自治体交流の総務大臣賞受賞へのお
祝いとともに、長年に渡る他に例を見ない草の根の友好関係として
高く評価されていることを述べられました。
　この他、串木野出身者が経営する花卉（かき）農場訪問やペブル
ビーチゴルフコースがあるモントレー地域の視察など、たくさんの
思い出が一杯詰まった荷物をかかえて、帰郷いたしました。

　今回の訪問では、すべての交流先で歓迎を受け、親善交流に大きな成果をあげるとともに、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。

▲南加鹿児島県人会慰霊碑

▲大漁旗で３０周年を祝う

▲モントレー郡定例市長会

▲３０周年記念のケーキカット
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平成21年度主な事業

☆男女共同参画社会推進事業 ☆ＡＥＤ（自動体外式除細動器）配置事業

☆小中学校図書館空調設備設置事業 ☆Ｂ＆Ｇ海洋センター改修事業

☆定住促進対策補助事業 ☆消防施設・設備（消防車両）整備事業

☆地場産小麦消費拡大奨励補助金 ☆市民農業塾事業

（芹ヶ野団地）

いちき串木野市Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫
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☆合宿誘致促進事業 ☆串木野まぐろフェスティバル

☆塵芥収集車購入事業 ☆エコフェスタいちき串木野づくし産業まつり

☆ＪＲ新駅駅前広場整備事業 ☆市来ふれあいフェスタ

☆市道島平野元線歩道改良事業 ☆住宅建設（ウッドタウン）事業

（福岡大学学友会体育部会アメリカンフットボール部 合宿風景）

～地かえて祭り～

5



　■平成21年度　市政のあゆみ
平成21年

4月1日 指定管理者代行開始（市民文化センター  他）

4月5日 桜祭り

4月11日 徐福花冠祭（～ 12日）

4月12日 串木野浜競馬大会

4月19日 黎明祭

4月25日 第18回串木野まぐろフェスティバル（～26日）

5月11日 議会報告会（市内16会場）（～ 14日）

5月17日 第22回Ｂ＆Ｇ杯女性ミニバレーボール大会

5月21日 すこやかおせんしのグラウンドゴルフ大会

5月23日 荒川ほたるでナイト（～ 24日）

5月24日 第２回いちき観音ヶ池ウオーキング大会

5月28日 平成21年第２回市議会定例会（～６月30日）

7月６日「総合窓口」がスタート

7月9日 平成21年度九州地区漁港漁場大会

7月18日 Ｂ＆Ｇアクアキッズフェス

7月18日 市民プール開き

7月18日 長崎鼻海水プール開き

7月20日 海の日海岸クリーン作戦

7月23日 第4回市小学校水泳記録会

7月26日 串木野さのさ祭り

8月1日 サマーフェスタin市来

8月4日 市教育講演会

8月15日 戦没者追悼式

8月23日 アートフェスタin市来

8月24日 平成21年第３回市議会定例会（～9月29日）

8月24日 採集植物等標本名付会

9月4日 市畜産品評会

9月６日 第２回消防団規律訓練大会

9月11日 集団災害事故救急訓練

9月17日 すこやかおせんしのスポーツ大会

10月11日 第4回市民体育大会
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10月15日 第5回市小学校陸上記録会

10月17日 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～（～ 18日）・花火大会

10月24日 第32回Ｂ＆Ｇ杯少年剣道錬成大会

10月24日 第4回自衛消防隊対抗防火大会

10月31日 市文化祭（～ 11月３日）

11月1日 第14回Ｂ＆Ｇ杯少年柔道錬成大会

11月14日 青少年のための科学の祭典

11月15日 第２回Ｂ＆Ｇ杯パークゴルフ大会

11月20日 平成21年第4回市議会臨時会

11月23日 かんむりだけ山市物産展

11月26日 元気いきいきフェスタ2009（保健福祉大会）

11月29日 第4回市地区対抗駅伝競走大会

11月30日 平成21年第5回市議会定例会（～12月24日）

12月６日 第22回Ｂ＆Ｇ杯公民館対抗ミニバレーボール大会

12月６日 自主文化事業「三遊亭歌之介独演会」

12月13日 第12回れいめいウオーク羽島・土川大会

12月13日 いちき串木野市ふれあいフェスタ

12月29日 消防団年末夜警（～ 30日）

平成22年
1月３日 成人式

1月10日 消防出初式

1月17日 第12回元気な街づくりウオーキング大会

1月23日 いちき串木野市学校給食展

1月31日 いちき串木野ぽんかん祭り

２月14日 市生涯学習大会

２月22日 平成22年第1回市議会定例会（～３月26日：予定）

３月7日 第14回徐福ロマンロードウオーキング大会

３月13日 ＪＲ鹿児島本線「神村学園前駅」開業

３月20日 健康なまちづくりフォーラム

３月31日 土川小学校閉校（予定）
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平成22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 月日曜 大　　会　　（ 行　　事 ）　　名 会  場

4

4 日 第14回市来さくら祭りねんりんピック弓道大会 市来弓道場

9

12日 第16回照島地区グラウンドゴルフ大会 長ソ場
1０土硬式少年野球北薩大会（～11日） 多G 19日 市中学校体育大会（串木野･串木野西･生冠･羽島･市来） 中学校
12月市ゲートボール協会春季大会 秀栄ドーム 第23回硬式少年野球ジュニア大会（～20日） 多G
18日 市ソフトボールスポーツ少年団新人戦 市来運動場 21火 第31回公民館対抗壮年バレーボール大会（～25日） 市来体育館
2０火 第20回さのさゲートボール鹿児島県大会 多G 2３木 第27回宮之原杯中学新人ソフトテニス大会 串庭球場25日南日本カップ社会人サッカーリーグ 多G 第３回照島杯少年ソフトボール大会 多G
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9 日
湊地区親善グラウンドゴルフ大会 川北ス公

26日

市小学校運動会（旭・荒川・冠岳・川上） 小学校
第65回春季職域ソフトボール大会 多G･市来運動場 第７回本浦地区公民館対抗グラウンドゴルフ大会 長ソ場
第34回市ソフトテニス大会 串庭球場 第58回串木野弓道大会 串弓道場

1０月健康つくりスポーツ教室開講式 串体セ 南日本カップ社会人サッカーリーグ 多G

1３木 B＆G女性スポーツ教室開講式 B＆G 28火 すこやかおせんしのスポーツ大会（福祉課） 多G
年金受給者協会グラウンドゴルフ大会 多G

1０

３ 日 市小学校運動会（串木野･照島･羽島･生福･市来） 小学校

15土第11回市合気道演武大会 串中武 1０日第５回市民体育大会 多G
市グラウンドゴルフ春季親善競技大会 多G 1３水第６回市小学校陸上記録会 多G

16日

第23回B＆G杯女性ミニバレーボール大会 串体セ・BG 16 土 市教職員等バドミントン大会 市来体育館
第15回照島地区グラウンドゴルフ大会 長ソ場 17日第25回秋季テニスダブルス大会 串庭球場
第６回中央地区グラウンドゴルフ大会 多G 第23回硬式少年野球九州南部地区連盟秋季大会（24,31日） 多G
第28回公民館対抗子ども相撲大会 市来農高相撲場 2３ 土 第33回B＆G杯少年剣道錬成大会 B＆G

18火 すこやかおせんしのグラウンド・ゴルフ大会（福祉課） 多G 市グラウンドゴルフ秋季親善競技大会 多G

2３日第３回いちき観音ヶ池ウオーキング大会 観音ヶ池周辺 24日 第47回市バドミントン大会 市来体育館
南日本カップ社会人サッカーリーグ 多G 第15回混成バレーボール大会 串体セ

25火 第41回公民館対抗ベストメンバーバレーボール大会（～30日） 市来体育館 ３1日第15回B＆G杯少年柔道錬成大会 Ｂ＆Ｇ

３０日第５回市長旗争奪軟式野球大会 多G 湊地区親善グラウンドゴルフ大会 川北ス公
生福地区自治公民館対抗バレーボール,グラウンドゴルフ大会 生福小他

11

３ 水 市ソフトボールスポーツ少年団交歓大会 多G

6

5 土第５回市陸上選手権大会 多G

7 日

大原地区グラウンドゴルフ大会 串小校庭
市教職員等バレーボール大会 市来体育館 川上地区グラウンドゴルフ大会 川上運動広場

6 日
第31回中央地区婦人部ミニバレーボール大会 B＆G 第５回連盟旗争奪軟式野球大会 多G
第29回市中学生バスケットボール大会 市来体育館 第５回市民ゴルフ大会 ｼｰｻｲﾄﾞGC
第23回硬式少年野球夏季九州選手権南部地区連盟予選大会（13,20日） 多G

14日

第３回Ｂ＆Ｇ杯パークゴルフ大会 い串PG場

15火地区中学校体育連盟柔道大会 B＆G 第17回照島地区グラウンドゴルフ大会 長ソ場
地区中学校体育連盟剣道大会 市来中体育館 大原地区婦人部ミニバレーボール秋季大会 串小体育館

16水第33回市ゲートボール選手権大会 秀栄ドーム 第30回秋季職域ソフトボール大会 多G･市来運動場
2０ 日 第26回市空手道大会 串体セ

21日

大原地区グラウンドゴルフ大会 串小校庭
24木市水難救助法講習会 串体セ 第33回中央地区混成ミニバレーボール大会 Ｂ＆Ｇ

27日
地区県民体育大会選考会（バスケットボール） 串中体育館 第36回シーサイドソフトテニス大会 串庭球場
大原地区学童ニュースポーツ大会 串小体育館 第44回北西薩地区空手道選手権大会 市来体育館
第40回市卓球大会 串体セ 第３回いちき串木野さのさ銃剣道大会 市来武道館
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4 日 地区県民体育大会選考会（ソフトボール） 多G 第19回硬式少年野球焼肉なべしま杯大会（23日） 多G
1０土 Ｂ＆Ｇ巡回カヌー・ＯＰヨット教室（～11日） 小学校 25木市ゲートボール協会秋季大会 秀栄ドーム
11日第４回市柔道大会（中学生の部） Ｂ＆Ｇ

28日
第５回市地区対抗駅伝競走大会 新港周辺

17土 Ｂ＆Ｇ巡回カヌー・ＯＰヨット教室（～18日） 小学校 市ソフトボールスポーツ少年団秋季大会 市来運動場
2０火 第39回プリマ旗争奪ナイターソフトボール大会（～30日） プリマG 第７回浜野食品杯さのさ旗争奪小学生バレーボール大会 市来体育館他
22木 Ｂ＆Ｇ海洋スポーツ教室開講式 Ｂ＆Ｇ
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5 日
第23回B＆G杯公民館対抗ミニバレーボール大会 串体セ・BG

2３ 金 第５回市小学校水泳記録会 串小プ 第35回400歳ソフトボール大会 プリマG
25日汐見旗争奪ソフトボール大会 多G 第12回串木野ライオンズクラブ学童親善ドッジボール大会 アクアホール
３０金 第30回生福地区公民館対抗ナイターソフトボール大会（～8/1） 多G 12日 第13回れいめいウオーク羽島・土川大会 羽島・土川
３1土 第14回「海の日」B＆Gマリンスポーツ大会 B＆G艇庫 硬式少年野球九州南部地区連盟中学１年生大会 多Ｇ
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1 日
第58回照島地区小中学生球技大会 串体セ他 14火市ゲートボール協会打ち納め大会 秀栄ドーム
第５回市水泳選手権大会 串西中プ 18土 硬式少年野球九州南部地区連盟中学１年生大会 多Ｇ
いちきスポーツ少年団設立記念ソフトボール大会 市来運動場他 19日 第５回市ロードレース大会 新港周辺

8 日川上地区グラウンドゴルフ大会 川上運動広場 第16回市サッカーリーグ 多G
第38回県小学生相撲選手権大会 相撲競技場

1

1 土荒川地区新年グラウンドゴルフ大会 草良運動場
2３月 第26回市長旗争奪ナイターソフトボール大会（～9/3） 多G 2 日 第39回生福地区自治公民館対抗駅伝競走大会 生福地区内
25水市婦人部ゲートボール大会 秀栄ドーム 1０月市ゲートボール協会打ち初め大会 秀栄ドーム
28土 第23回全九州硬式少年野球鹿児島大会（30日） 多G 16日 第13回元気な街づくりウオーキング大会 野平・荒川
29日第18回若鷲旗争奪ソフトボール大会 多G 第16回市サッカー選手権大会（23日） 多G

9 5 日
第５回市剣道選手権大会 神村学園 22土Ｂ＆Ｇ少年少女スポーツ教室開講式 Ｂ＆Ｇ
第４回会長旗争奪軟式野球大会 多G 2３日 第30回西薩地区中学校バレーボール大会 市来体育館他
第10回ソフトミニバレーボール総合選手権大会 市来体育館他 2 5 土 市教職員等卓球大会 串体セ
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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
★�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。

◇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！
　（紙面の都合で掲載していない行事等もあります）

月日曜 大　　会　　（ 行　　事 ）　　名 会  場 【県・地区社会体育関連（抜粋）】

2

6 日
第４回市柔道大会（小学生の部） Ｂ＆Ｇ
第36回市バスケットボール選手権大会 串体セ 月日曜 大　　会　　（ 行　　事 ）　　名 会  場
第６回市さわやかボウリング大会 串木野GB 4 18 日 第34回MBC家庭婦人バレーボール大会地区予選 市来体育館

11金市ソフトボールスポーツ少年団市内大会 多G
5
5 水施設の無料開放 総体セ

1３日第24回市内家庭婦人バレーボール大会 串体セ 9 日 第41回全国家庭婦人バレーボール大会地区予選 市来体育館

2０日 第58回県下一周市郡対抗駅伝競走大会（本市通過） Aｺｰﾌﾟ串前 27木 地区中学校体育連盟陸上競技大会 日置市伊集院
第16回市サッカーリーグ 多G
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1３日 地区スポーツ少年団スポーツ大会（ソフトボール） 日置市日吉

27日
第１回市オープンバドミントン大会 市来体育館 15火 地区中学校体育連盟総合体育大会（～16日） 地区内
市ソフトボールスポーツ少年団送別大会 市来運動場 2０日 第31回地区家庭婦人バレーボール親睦大会 市来体育館
第24回硬式少年野球春季九州選手権南部地区連盟予選大会（3/6） 多Ｇ 26土 地区スポーツ少年団スポーツ大会（剣道） 日置市日吉

３

6 日 第15回徐福ロマンロードウオーキング大会 冠岳・生福 27日地区県民体育大会選考会（7/4,18） 地区内
12土 第26回串木野さのさ杯４年生以下サッカー大会（～13日） 多G･市来運動場
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３ 土 地区スポーツ少年団スポーツ大会（バレーボール） 日置市日吉

1３日 第４回川北地区親善グラウンド・ゴルフ大会 川北ス公 4 日地区県民体育大会選考会（6/27,7/18） 地区内
第25回木場彦杯家庭婦人バレーボール大会 市来体育館他 1０土 県スポ少競技別交歓大会（軟式野球） 鹿児島市

2０日 第４回市レクリエーションダンス協会発表会 アクアホール 18日 県スポ少競技別交歓大会（ソフトボール･空手･ﾊﾞｽｹ） 鹿児島市他
第12回市来桜サッカー大会 多Ｇ 22木 県中学校体育連盟総合体育大会（～28日） 鹿児島市他

21月 第17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 多Ｇ 25日 第27回地区家庭婦人バレーボールシニア大会 東市来B＆G
26土 第24回硬式少年野球春季九州選手権大会（～27日） 多Ｇ 8 1 日県スポ少競技別交歓大会（水泳） 霧島市国分

【主な社会体育施設】 9 18 土 第64回県民体育大会（～19日） 鹿児島市他

1０
7 木 地区中学校体育連盟駅伝大会 日置市吹上

◆羽島コミュニティ広場
◆旭運動広場
◆市内各小・中学校体育施設　　
※�小･中学校体育施設開放利用については、年間登録制を
採り入れています。（受付期間:４月５日～2１日）
　�利用希望団体（市内在住･在勤･在学者10名以上）は学
校に直接お問い合わせください。

1３ 水 地区中学校体育連盟新人総合体育大会（～14日） 地区内
16土地区グラウンド・ゴルフ交流大会 多Ｇ
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6 土 第46回県体育指導委員研究大会 アクアホール
7 日第26回県民レクリエーション祭 市来体育館他
1０水 県中学校体育連盟駅伝大会 指宿市
1３土地区スポーツ少年団交歓交流大会 市来体育館
14日第21回地区家庭婦人バレーボール大会 市来体育館

指定管理者の管理による施設 12
5 日 第６回地区クラブ対抗駅伝競走大会 日置市吹上
19日第51回南日本10㎞通信競走地区大会 新港周辺

◇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）
◇串木野庭球場（コート５面，内２面夜間照明施設）
◇市来体育館（併用）（バレーボール３面，
　バスケットボール１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），艇庫，プール
◇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）

25 土 県スポ少競技別交歓大会（柔道･剣道・バレー・サッカー・バド） 鹿児島市他

1 1 土元旦「太陽とともに走ろう」 総体セ
３０日第24回県地区対抗女子駅伝競走大会 霧島市

2 1３日 地区ソフトボールスポーツ少年団送別大会 多G
19土 第58回県下一周市郡対抗駅伝競走大会（～23日） 県内

【ニュースポーツ用具貸出一覧】

・グラウンドゴルフ
・キャッチング･ザ･スティック
・ターゲットバードゴルフ
・スポレック　　　　　�・ドッヂビー
・ペタンク　　　　　　�・ティーボール
・ストラックアウト�　　・インディアカ
・ニチレクボール　　　�・フリスビー
・シャッフルボード　　�・ゲートボール
・スーパーホッケー　　�・キンボール
・ゲーゴルゲーム　　　�・カローリング
・羽根っこゲーム　　　�・リングテニス
・スカットボール　　　�・ハイリー　
・オーバルボール　　　�・跳び縄

○�種目や用具数等については、串木野体育センター・
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
にお問い合わせください。

※�市民スポーツ課及び体育指導委員は、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
　｢健やかスポーツ100日運動｣
　　　　　　　　　　　　　　を推進しています。
＜週２日×年間約５０週＝１００日＞
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バランスのよい食事で毎日を元気に過ごしましょう

食 事 バ ラ ン ス ガ イ ド
あなたの食事は大丈夫？

　みなさん毎日の食事をバランスよく食べていますか？健康の基本は、バランスよく適量を食べる
ことにあります。そこで、今回はバランスのよい食事の目安となる「食事バランスガイド」をご紹
介します。『食事バランスガイド』は１日に「なに（食事内容）」を「どれだけ（量）」食べたらよ
いのかを主食、副菜、主菜、牛乳・乳製品、果物に分け、おおよその量を「料理」で示したものです。
（※原則として健康な人を対象としています）

「適量チェック！」の使い方

①　 ご自分の性別・年齢、1日の
活動状態に該当するエネル
ギーを調べます。該当した区
分が1日に必要なエネルギー

（kcal）です。

②　 エネルギー区分ごとに主食、
副菜、主菜、牛乳・乳製品、果物
の1日量が示されています。

地域で健康なまちづくりをすすめましょう（食生活編）
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⑭

◇『食事バランスガイド』の詳しい内容は厚生労働省や農林水産省のホームページをご参照ください。
　◆厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eiyou-syokuji.html）
　◆農林水産省ホームページ（http://www.maff�.go.jp/j/balance_guide/）

食事バランスガイドの見方
　左図は各食品区分（主食、副菜・・・）ごと
に１日に必要な食事の内容と料理を表わしてい
ます。例えば、主食は５～７つ（ＳＶ）とは、
下記の主食の料理例で１つ分になる料理を５～
７つの目安で食べることを表わしています。

菓子・嗜好飲料は
楽しく適度に１日
200kcal以内に！

楽しく無理のな
い運動を取り入
れましょう 水・お茶など水分をと

りましょう

あなたの適量をチェックして
みましょう！

料理例
１つ分＝ご飯小盛り１杯＝おにぎり１個
　　　＝食パン１枚＝ロールパン２個
1.5つ分＝ご飯中盛り１杯、２つ分＝うどん１杯

１つ分＝野菜サラダ＝具だくさん味噌汁
　　　＝ほうれん草のお浸し＝きのこソテー
　　　＝ひじきの煮物＝きゅうりとわかめの酢の物
２つ分＝根菜の煮物＝野菜炒め

１つ分＝冷や奴＝納豆＝目玉焼き
２つ分＝焼き魚＝まぐろとイカの刺身
３つ分＝ハンバーグステーキ
　　　＝豚肉のしょうが焼き、鶏肉のから揚げ

１つ分＝牛乳コップ1/2杯分
　　　＝ヨーグルト１パック
　　　＝スライスチーズ１枚

１つ分＝みかん１個＝りんご半分＝かき１個
　　　＝梨半分＝ぶどう１房＝桃１個

※ＳＶとはサービング(食事の供給量の単位)の略

₅～₇主食（ごはん、パン、麺）

つ（SV） ごはん（中盛り）だったら４杯程度

₅～₆副菜（野菜、きのこ、
いも、海藻料理）

つ（SV） 野菜料理５皿程度

₃～₅主菜（肉、魚、卵、
大豆料理 ）

つ（SV） 肉・魚・卵・大豆料理から３皿程度

2 牛乳・乳製品
つ（SV） 牛乳だったら１本程度

2 果物
つ（SV） みかんだったら２個程度

厚生労働省・農林水産省決定
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●カニに限らず昆布やりんご、み
かんなどの食品を業者からの強
引な電話や訪問で勧められるま
ま断れずに購入してしまうこと
があります。

●平成21年12月１日から、訪問販
売や電話勧誘販売などにおい
て、クーリング・オフできるよ
うになりました。以前は対象と
ならなかった商品もクーリン
グ・オフできる場合があります。

●心配なときや困ったときは、鹿
児島県消費生活センター（☎
099－224－0999）または、市役
所消費生活相談窓口（☎33－
5638）までご連絡ください。

●入浴中の事故には、主に、
浴室内が滑りやすいこと
や、めまい・ふらつきに
よって起きる「転倒事故」、
浴槽のお湯やシャワーが高
温になっていたための「熱
傷」、室温差が引き金になっ
たものや疾患などによって
起こる「溺水」があります。

●転倒を防ぐためには、浴室
の出入り口や浴槽付近に手
すりがあるとよいでしょう。

●入浴中に急死に至る事故の
約８割は60歳以上の人で起
きていると言われていま
す。重大事故を防ぐために、
湯温は39度から41度くらい
にし、長湯をしないように
しましょう。また、寒い季
節には脱衣所や浴室を温め
てから入る。食事直後や深
夜に入浴しない、などの工
夫も必要です。

●他にも、契約や訪問販売な
どで心配事や困ったことが
あるときは、鹿児島県消費
生活センターまたは、市役
所消費生活相談窓口までご
連絡ください。

商工観光課（☎33-5638）

事例1

事例2

見守り
新鮮情報
第24号
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話 題まままちちちのののののの

第２回いちき串木野市
音楽のつどい

あらかわ文化祭開催

てぃーたいむとーく開催

チェスト遣欧少年少女使節団表敬訪問

消防署に新防災活動車配置

　２月７日、市民文化センターで第２回いちき串
木野市音楽のつどいが開催されました。
　この催しは、参加者の募集から運営まですべて
ボランティアで行われ、司会は生福小学校と羽島
小学校の児童が担当しました。
　幼稚園児から一般の方々まで幅広い年代層が集
い、金管バンドやハーモニカ、ピアノ連弾や合唱、
オペラなど出演され、来場者からは大きな拍手が
鳴り響いていました。

　２月７日、荒川小学校体育館で「あらかわ文化
祭」が開催されました。
　この文化祭は、学習発表会を発展させ、地域と
小学校、保護者が一体となって行なっているもの
です。
　児童たちの劇や演舞、地元の方の作品の展示な
どがあり、また参加者全員による「ふるさと」の
合唱などが披露され、地元が一体となった文化祭
となりました。

　２月11日、国民宿舎吹上浜荘で、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。
　このイベントは、市の「いちき串木野出会いサ
ポート事業」により実施されたもので、当日は市
内外の20歳から40歳代までの男女約130人が参加
し、ゲームなどで楽しいひとときを過ごしました。

　２月21日から28日にかけて、ベルギーの日本
大使館や日本人学校で太鼓やバレエを公演された
「チェスト遣欧少年少女使節団」のメンバーの方々
が出発を前に表敬訪問されました。
　この使節団は、いちき串木野市や薩摩川内市の
小学生から大学生など約20人で構成されています
が、ベルギーの方々と交流が図れたらと話されま
した。

　消防署に、（財）日本消防協会から「平成21年
度共済事業による消防車両交付事業」の一環によ
り、防災活動車が交付されました。
　この車両は、４ＷＤのワンボックス軽自動車で
４人乗りです。
　今後は、防災活動車として、人員・資器材の搬
送や火災予防運動普及等の広報活動など、あらゆ
る用途に活用が期待されます。
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話 題まままちちちのののののの

いちき串木野市
生涯学習大会

豆腐作り活動

　２月14日、いちきアクアホールで平成21年度
いちき串木野市生涯学習大会が開催され、市生涯
学習功労者の表彰やシルバー音楽教室によるオー
プニング、「地域・家庭・学校の連携による教育力
の向上」についてのシンポジウムが行われました。
　また、記念講演では、ＮＨＫキャスターの松平
定知さんが『「その時歴史が動いた」の現場から』
と題して自身の体験談を語られ、会場の皆さんは
聞き入っていました。

　２月17日、旭小学校の児童が豆腐作りに挑戦
しました。
　この授業は、『創意ある活動』の一環で３年前
から行われており、校内の一角に大豆を植えつけ、
収穫し、豆腐作りを体験しました。
　作業中は、高学年の児童が中心になり、低・中
学年と協力し、レシピを片手に真剣に取り組んで
いました。おいしい豆腐が出来あがりました。

平成21年度鹿児島地域
植樹祭開催

「青松塾」修了式

　２月13日、いちきアクアホールで鹿児島地域
植樹祭が行われました。
　当日は、緑の少年団の活動発表や森林・林業に
貢献された方々などの表彰が行われ、その後、国
有林内青松の森に会場を移し、抵抗性マツやクロ
マツなど約600本の記念植栽が参加者により行わ
れました。
　また、午後からは木工教室が行われ、参加者は
木材とのふれあいを楽しみました。

　２月27日、いちきアクアホールで「青松塾」
の修了式が行われました。
　「青松塾」は６年前から実施されている市内の
小・中学生を対象とした学習・体験活動を中心と
した事業で、鹿児島大学教育学部の学生がボラン
ティアとして協力しています。第３土曜日を除い
た毎週土曜日に自学学習や歴史探検、浜焼き体験、
炭焼き体験など様々な体験をしました。
　修了式では30人の塾生が修了証書を受け取り、
一年間の頑張りをたたえ合いました。

13



話 題まままちちちのののののの

レスリング日米親善
国際交流事業に参加

いちき串木野総合観光案内所開設

「土川小学校の思い出 明日に向かって」
ラジオ収録

総裁賞代表受賞

　今年１月に（財）日本レスリング協会が実施し
た日米親善国際交流事業の米国遠征に参加した、
串木野西中学校出身で鹿屋中央高校３年生の田中
哲矢さん（元町）が、市長を表敬訪問し遠征の報
告をされました。
　田中さんは、レスリング・グレコローマンフ
リースタイル全日本ジュニア選手権の優勝や国民
体育大会の準優勝が評価され、全国から選抜され
た26人の遠征選手の一員として、米国カリフォ
ルニア州に派遣されました。
　米国での強化練習などを通し、国際的な競技レ
ベルの高さなどを学べたということで、貴重な経
験をされました。
　大学進学後もオリンピック出場を目標にレスリ
ング競技を続けていくということで、田中さんの
益々の活躍が期待されます。

　２月21日、いちき串木野市の観光スポットな
どを紹介する「いちき串木野総合観光案内所～よ
かとこ！よかもん！インフォメーション～」がさ
のさ館隣に開設しました。
　当日は、観光案内所のスタッフの紹介やブラン
ドロゴマークのお披露目、観光案内人の紹介や地
元特産品のプレゼントや「串木野つけ揚げ」「薩
摩おやき」「三大カツ」の試食販売も行われ、大
勢の来場者で賑わいました。
　また、いちき串木野商工会議所で開設を進め
ていた市の特産品や名物料理等を紹介するホー
ムページいちき串木野「食のポータルサイト」
（http://ichiki-kushikino.com/）も同時開設し
ました。
【ブランドロゴマーク】

※�本市の観光案内等をしていただく「ボランティ
アガイド（語り部）」を随時募集中です。詳し
くは次までお問い合わせください。

　○所在地　上名3018番地内
　○連絡先　☎／ＦＡＸ　0996－32－5256
　○E-mail　yoka-yoka-info@vivid.ocn.ne.jp��

　２月23日、土川小学校で『民放ラジオ101社
統一キャンペーン「ラジオがやってくる！」』の
収録が行われました。
　この企画は全国各地の小・中学校、高校を民放
各局の番組パーソナリティが訪問し、学校訪問の
様子や子どもたちとのふれあいなどをラジオで放
送するというもので、当日は、児童や先生たちが
３月末で閉校となる土川小学校の思い出や、これ
からの抱負などを一人ひとりマイクに向かって収
録しました。
　その後パーソナリティからは児童一人ひとり
に、はなむけの言葉と一緒に色紙を手渡され、児
童たちは貴重な体験に大喜びでした。

　２月９日、平成21酒造年度鹿児島県本格焼酎
鑑評会の表彰式において濵田酒造グループの３蔵
が総裁賞代表受賞（知事表彰）され報告に来られ
ました。
　総裁賞代表受賞のトリプル受賞は、歴史ある鑑
評会においてもはじめての快挙とのことです。
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話 題まままちちちのののののの

海外ビジネスセミナー開催 「平和の大切さ」後輩へ

県下一周市郡対抗駅伝競走大会

　２月23日、いちき串木野商工会議所で「海外
ビジネスを考える～アジア市場へのアプローチ」
をテーマにして海外ビジネスセミナーが開催され
ました。
　講師は中小企業基盤整備機構九州支部の経営支
援専門員・飯盛敦博氏で国内市場の成熟・飽和な
どの背景により注目されている海外ビジネスの類
型やそのプラス・マイナス面などの説明があり、
「海外ビジネスを成功させるポイントは、ねばり
強くノウハウを蓄積していくことです。」とアド
バイスがありました。市内事業所の参加者からも
熱心な質問があり、今後、海外でのビジネスを考
える良い機会となりました。

　２月24日、「第11回三浦綾子作文賞」高校生部
門で最優秀賞を受賞した市来農芸高等学校３年の
堀香澄さん（島平上）が、母校である照島小学校
で、後輩に向けて平和の大切さを語られました。
　照島小学校６年生58人の前で、ひめゆり学徒
隊の話や高校生１万人署名活動（高校生平和大使
が国連に届ける署名）の体験談を話され、「戦争
は自分たちとは関係ないと考えないでほしい。悲
惨な戦争を二度と繰り返してはならない」と伝え、
児童らは真剣に聞き入っていました。

【体育指導委員】
　市内各地区を代表し、地域住民にスポーツ実技
の指導や助言等を行い、スポーツ振興を図る体育
指導委員25人が市民体育大会、ウオーキング大会、
地区対抗駅伝大会、ミニバレーボール大会などの
行事の運営や、各地域で開催されるスポーツ・レ
クリエーション教室等の指導で活躍されています。
　今年11月には日置地区において県体育指導委
員研究大会及び県レクリエーション祭の開催が予
定されており、体育指導委員の益々の活躍が期待
されます。

《活動風景》

　２月20日から24日までの５日間にわたり第57回
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、日置チームが本市を１位で通
過し、沿道から温かい声援が送られ、また市来小
学校金管バンドの演奏で走者を元気つけました。
　日置チームは、総合順位で６位と健闘しました。
　なお、本市からはコーチや選手など８人が参加
し、日置チームの原動力として活躍しました。
　スタッフ・選手は、次のとおりです。（敬称略）
○コーチ　芹ケ野　幸淑（外戸）
　　　　　木塲　英朗（小瀬）
○事務局　前田　幸三（天神町）
○選　手　赤﨑　康久（駅前）・石塚　正太（大原町）
　　　　　冨迫　俊佑（天神町）・今藤　克己（岩下）
　　　　　松山　逸馬（平佐原）

▲中継地点（Ａコープ串木野店前）風景

▲ウオーキング大会の運営

▲ 市民体育大会に
おける監察係

▲市来小学校金管バンドの演奏風景

教育委員会だより No.50
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おしらせ版
保健・衛生・福祉

　「鹿児島県建設業青年部（串木野・日置・南さつま）
３支部団体」による献血を次のとおり実施します。
　どうぞお誘い合わせのうえお越しください。
●期　　日　３月30日㈫
●場　　所　市役所　市来庁舎　正面玄関
●受付時間　９：00 ～ 11：30、12：30 ～ 16：00
●献血年齢　16歳から69歳まで
※�ただし、65歳以上の献血については、献血される

方の健康を考え60歳から64歳の間に献血経験があ
る方に限ります。

　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　　　　　　　　　　　　　　　�

　シンナー等の乱用は、身体や精神をむしばんでい
くばかりでなく、幻覚や知覚異常を起こし、凶悪事
件が引き起こされるなど社会に与える影響も極めて
大きいものがあります。
　家庭、学校、地域などそれぞれの立場でシンナー
等の薬物乱用防止に努めましょう。

献血のお知らせ
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
串木野健康増進センター（☎33－3450）

シンナー・接着剤等乱用防止強調月間
（３月11日～４月10日）

串木野健康増進センター（☎33－3450）

新型インフルエンザワクチン接種の費用負担軽減について
串木野健康増進センター（☎33－3450）

　新型インフルエンザワクチン接種に伴う接種費用の負担軽減を次のとおり実施しております。
　また、ワクチン接種の効果を判断し、接種費用の負担軽減を終了する場合がありますので、未接種の方で
接種を希望される方（任意）はお早めに接種してください。

　生活保護世帯、非課税世帯の方の接種料は全額免除されますので、下記の場所で発行される証明書【無料】
を接種の際、医療機関へ提出してください。

　上記の方で11月20日以前に接種された方、または市外の医療機関で接種された方については、下記の場所
で償還払い（払戻し）の申請を行ってください。

対　象　者
接種免除額 自己負担額

１回目 ２回目 １回目 ２回目

①生活保護世帯・非課税世帯（※1） 3,600円 2,550円 無し

②高校３年生以下の者【課税世帯】（※２） 1,600円 1,550円 2,000円 1,000円（注）

（※１）健康成人（19歳～64歳）、１歳未満小児の方で①の方は全額免除です。
（※２）②に１歳未満の小児が追加されます。
（注）２回目を１回目と異なる医療機関で接種した場合、自己負担額は2,050円となります。

対　象　者 証明書 担当課 電話番号 申請に必要なもの

生活保護世帯 資力証明書 串木野庁舎�福祉課
市来庁舎�健康福祉課

33-5620
21-5117 印鑑

非課税世帯 非課税証明書
串木野庁舎�税務課
市来庁舎�支所市民課
羽島出張所

33-5682
21-5114
35-0014

窓口に来られる方の身分証明書等
「運転免許証等」

償還払い申請場所 健康増進課（串木野庁舎）、串木野健康増進センター、健康福祉課（市来庁舎）

必要書類等 ①領収書、②接種済証（幼児は母子手帳への記録で可）、③口座番号の控え、④印鑑

※�「生活保護世帯･非課税世帯」の方は、上記に併せて資力証明書（生活保護世帯）、非課税証明書（非課税世帯）
が必要になります。
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　平成22年４月診療分から小学校就学前児童の保険
適用一部負担金が全額助成されます。
　（ただし、高額医療費、付加給付を除きます。）
　助成方法は従来どおり、医療機関等で支払った保
険適用一部負担金の額について、後日、助成するも
ので、市役所での助成申請は必要ありません。
　詳しくは福祉課へお問い合わせください。

　生後91日以上の犬を新たに飼われた場合は、狂犬
病予防法により登録（生涯１回）と狂犬病予防注射

（年１回）が義務づけられています。
　また、飼い犬が死亡したり、住所が変わった場合
は（他人に譲った場合も）市町村の窓口に届出が必
要です。
　なお、市外へ転出される場合には、新しい住所地
の市町村役場へ届け出ていただくことになります。

　廃品回収活動を実施予定の団体は、団体登録申請
を行い、廃品回収活動を行うと補助金が交付されます。
　団体登録申請は、毎年度行うこととなっており、
団体登録をしないと補助金交付は受けられませんの
で、ご注意ください。
●申請期間　４月１日㈭～５月31日㈪
●問 合 せ　串木野庁舎　生活環境課
　　　　　　市来庁舎　市民課（☎21－5115）

　学童保育とは、保護者が労働等により昼間家庭に
いない小学校の児童に対して適切な生活の場を提供
し、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。

　次の世代を担う子どもたちの出生を祝福し、子育
てを支援する制度です。
●祝金の対象者
①出生祝金　第１子：２万円　第２子：３万円
　　　　　　第３子以降：10万円
　・�平成21年４月１日以降に子供を出産した方（保

護者）
　　�　ただし、子供の出生前に保護者が、いちき串

木野市に１年以上住所を有していること
②入学祝金：５万円
　・�既に３人以上の子供を養育していて、第３子以

降の子供が小学校に入学する保護者
　　�　ただし、入学時点で保護者が、いちき串木野

市に１年以上住所を有していること
③�誕生日祝金：１歳から５歳までの誕生日ごとに

１万円
　・�既に２人以上の子供を養育し、平成18年１月１

日以降に第３子以降の子供を出産した方（保護
者）

　　�　ただし、子供の誕生日に保護者が、いちき串
木野市に１年以上住所を有していること

※�入学祝金と誕生日祝金は、申請要件の発生日にお
いて対象の子供以外に２人以上を養育している方
が、対象となります。（15歳以上の子供を養育さ
れている方はお問い合わせください。）

●手続き
　・�出生祝金は、市役所での出生届の手続きのとき、

同時に手続きを行います。
　・�入学祝金、誕生日祝金及び本市以外で出生届を

された方については、市役所の福祉課（串木野
庁舎）、健康福祉課（市来庁舎）で手続きして
ください。

※�各祝金が請求できるのは、該当する祝金の要件が
発生した翌月から６か月以内です。

●手続きに必要なもの
　・�申請者及び配偶者がいちき串木野市税を滞納し

ていないことがわかる、市税務課発行の納税証
明書（発行手数料200円）

　・印鑑
　・�振込口座預金通帳（ゆうちょ銀行の場合、新口

座番号記載のもの）
　詳しくは、串木野庁舎福祉課社会福祉係（☎33－
5618）、または市来庁舎健康福祉課福祉係（☎21－
5117）へお問い合わせください。

　４月の土曜日から、環境センターに燃えるごみだ
けでなく、家庭から出る燃えないごみ、資源ごみ、
粗大ごみも直接搬入できます。
●搬 入 時 間　９：00 ～ 12：00、13：00 ～ 16：00
●処分手数料　100㎏まで300円
　　　　　　　100㎏増すごとに300円加算

乳幼児医療費が無料になります
福祉課（☎33－5618）

愛犬家の皆さんへ
生活環境課（☎33－5614）

廃品回収活動補助金の団体登録について
生活環境課（☎33－5614）

学童保育（児童クラブ）のご案内
福祉課（☎33－5618）

未来の宝子育て支援金制度のご案内
福祉課（☎33-5618）

４月の土曜日から、燃えるごみ以外の家庭ごみも
串木野環境センターに直接搬入できます

生活環境課（☎33－5614）

○くしきのチャイルドクラブ 
　いちき串木野市下名12283番地3（Ａコープ近く）�
　代表者　橋�口　宣子　�☎32-9886

○串木野中央学童クラブ 
　いちき串木野市下名11477番地（串木野小学校敷地内）�
　代表者　今�給�黎　壽　☎33-3131

○照島学童クラブ 
　いちき串木野市下名5296番地4（照島保育園横）�
　代表者　寺�田　洋�孝　☎32-3270

○ 市来ッズ 
　いちき串木野市大里3731番地（市来小学校空き教室）�
　㈳大潟福祉会　　　　　☎36-2151

17



　川薩人材育成センターでは、プリザーブドフラ
ワー講座を開催します。プリザーブドフラワーとは
一言で言えば“保存されたお花”です。花の組織を
完全に保ちながらフレッシュなみずみずしさをその
ままに長期保存ができます。受講を希望される方は、
直接川薩人材育成センターへ申し込みください。

●定　　員　各部５人
●受 講 料　１講座につき6,000円
　　　　　　（受講料2,000円＋花材費4,000円）
●申込締切　各講座日程の３週間前までに必着
●申込方法　往復はがきでお申し込みください
　　　　　　� （複数講座記入可）
　　　　　　（往信用）�希望の講座番号・講座内容・住

所・氏名・電話番号を記入
　　　　　　（返信用）自分の住所・氏名を記入
●申込・問合せ 〒895－0044 薩摩川内市青山町4597
　　　　　　　 川薩人材育成センター（☎22－3873）

　70歳から74歳の方（注1）の医療機関での窓口負
担については、平成22年４月から２割負担に見直さ
れることとされていましたが、平成23年３月までは
１割のまま据え置かれます。
※�現在、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便でお送りいたします。
（国民健康保険の方のみ）

（注1）�既に３割負担を頂いている方、後期高齢者医
療制度に加入されている方は除きます。

　串木野駅前広場が新しく生まれ変わります。
　完成記念イベントを次のように開催します。市民
の皆様の多数のご参加をお願いします。
●日　時　３月27日㈯　10：00 ～ 15：00
●場　所　串木野駅周辺特設会場
※完成記念セレモニー、地元物産展、太鼓の演奏等

　本市を訪れた方々に本市特産品をＰＲするため、
物産館「季楽館」と「さのさ館」に特産品モニュメ
ントを設置します。
　記念イベントを次のように開催します。市民の皆
様の多数のご参加をお願いします。
●期　日　３月28日㈰
●場　所　�物産館「さのさ館」及び「季楽館」
※�除幕式（「さのさ館」は10：00 ～、「季楽館」は

11：00 ～）、地元物産展等を開催します。
※随時受付住宅もございます。お問い合わせください。
●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）
　・持ち家がないこと　・同居する家族がいること
　・世帯の月額所得が158,000円以下であること
　・市税等（市税・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）・連帯保証人（２人）
●申込期間
　公募住宅　　３月23日㈫～４月５日㈪

（※随時受付住宅は随時申し込みを受け付けています）
●抽選日
　・ひばりが丘団地
　　　４月８日㈭10：00～　串木野庁舎２階会議室
　・日ノ出住宅
　　　４月８日㈭14：00～　市来庁舎１階会議室

（※随時受付住宅の抽選はありません）
●入居予定日　４月26日㈪
●申込・問合せ
　　・都市計画課　建築係（市来庁舎）
　　・土木課　分室係（串木野庁舎）（☎33-5679）

　使わなくなり、押し入れ等で眠っている「鯉のぼ
り」をもう一度泳がせてみませんか？
　市特産品協会では、いちき串木野物産館『さのさ
館』でたくさんの鯉のぼりを泳がせる計画をしてお
ります。使わなくなり不要になった鯉のぼりを、市
特産品協会までご寄贈をお願いします。
　ご寄贈いただける場合は、４月16日㈮までに市特
産品協会事務局までお持ちくださいますようお願い
いたします。ゴールデンウィーク頃まで泳がせる計
画です。
●問合せ　市特産品協会事務局（商工会議所内）
　　　　　（☎32－2049）

70歳から74歳の方の医療機関での
窓口負担が１割で据え置かれます

健康増進課（☎33－5613）・健康福祉課（☎21－5120）

募集・催し

「プリザーブドフラワー講座」開催
商工観光課（☎33－5638）

市営住宅入居者募集
都市計画課（☎21-5154）

串木野駅前広場完成記念イベントの開催
商工観光課（☎33－5638）

特産品モニュメント完成記念イベントの開催
商工観光課（☎33－5638）

「鯉のぼり」を集めています！
商工観光課（☎33－5638）

№ 講座内容 日　　程 時　　間

1 母の日に贈る�
ハッピーアレンジ 4/28㈬ 午前の部�

10:00～　�
　　12:00�

�
午後の部�
13:30～　�
　　15:30

2 イーゼルアレンジ 6/16㈬
3 秋の香りのアレンジ 9/15㈬
4 クリスマスアレンジ2010 11/24㈬
5 小粋な新年のリース 12/22㈬
6 ひな祭りアレンジ H23/2/23㈬

住　宅　名 建設年度
募集戸数 構造・設備 備　考

公
募
住
宅

ひばりが丘団地
Ｃ棟３階�

（串木野だいわ近く）
平成元年度�

1戸
中耐５階建�
３ＤＫ・

水洗トイレ
単身入居�

不可
日ノ出住宅
Ｄ棟４階�

（市来庁舎近く）
平成12年度�

1戸
中耐４階建�
３ＤＫ・

水洗トイレ
単身入居�

不可
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●日　　時　４月17日㈯
　　　　　　８：30受付、９：00開始　※小雨決行
●場　　所　いちき串木野パークゴルフ場
●参加資格　�いちき串木野市防火管理協会加入事業

所に勤務する人、及び幼年消防クラブ
育成・助成の目的に賛同する人

●参 加 費　1,500円（小学生以下は1,000円）
　　　　　　※昼食代込みです。
　　　　　　※�参加費の一部は、幼年消防クラブ育

成・助成事業として利用させていた
だきます。

　　　　　　※参加費は、当日受付でいただきます。
●申込方法・申込先
　４月10日㈯までに、直接、いちき串木野パークゴ
ルフ場へ申し込んでください。（期日厳守）

（※参加者が60人になり次第締め切りとします）

　第９回徐福花冠祭が、次の日程で開催されます。
　市民の皆様の多数のご参加とご観覧をお願いします。
前夜祭 　４月10日㈯　17：00 ～ 20：30
　　　　�冠岳（徐福）展望公園にて湯神楽や雅楽・

田中星児コンサート等開催
本　祭 　４月11日㈰
８：30　地車のお祓い　　［上石野公民館前］
９：00　地車御出山 曳行［　　〃　　　　］
10：00　休　息　　　　　［生冠中学校前］
11：00　　〃　　　　　　［生福農協支所］
12：00　昼　食　　　　　［多目的グラウンド駐車場］
　　　　　フリーマーケット・郷土芸能・踊り
13：30　地車出発　　　　［多目的グラウンド駐車場］
16：00　曳行終了　　　　［下石野集落］
※�なお、今回「徐福花冠祭写真コンテスト募集」は

行いませんのでご了承ください。

　４月11日に開催される徐福花冠祭で、フリーマーケット参加者を募集します（参加料無料）。なお、申込み
順50店となります。
●日　　時　４月11日㈰　10：00～15：00　　　　●場　　所　多目的グラウンド駐車場
●申込期限　４月９日㈮　　　　　　　　　　　　●申 込 先　生福コミュニティセンター（☎32－4869）

第２回幼年消防クラブ育成パークゴルフ大会
消防本部（☎32－0119）

第９回徐福花冠祭開催
商工観光課（☎33－5638）

徐福花冠祭のフリーマーケット参加者募集
商工観光課（☎33－5638）

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

第53回
串木野浜競馬大会

　４月18日㈰、いちき串木野市の照島海岸で、「串木野浜競馬大会」が開催され
ます。
　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53
回目を迎えます。
　半世紀にわたって続けられてきたこの一大イベント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約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します。また、ＪＲ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。

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
販売します。

■と　き　平成22年4月18日㈰9：30～開会
■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 15：30
　 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

予選レース 決勝レース

開会式 昼休み

地元物産展・午後お楽しみ抽選会

シャトルバス運行図　（9：00～16：00頃までピストン運行）

ウ
マ
い
よ
！！
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平成22年度　生涯学習講座・高齢大学のご案内
～ふれあい　学びあい　生きがいのある人生を～

市民のみなさまの生涯学習を充実するために、今年も下記の講座や高齢大学を計画しました。
生活の充実や健康増進・生きがいづくりのために、参加してみませんか?

1　生涯学習講座　（対象者は市内居住一般成人）

講　座　名 学　習　内　容 対象 定員 開講場所 開講予定日 時　間

『お話相手ボランティア講座』
話の聴き方や伝え方を
学び、傾聴ボランティ
アに生かします。

成人 20 中央公民館 第3木 10：00 ～ 12：00

『ふるさと探訪』 郷土史学習と市内探訪 成人 25 中央公民館 第1金 10：00 ～ 12：00

『アメリカンフラワー教室』
透き通ったクリスタル
な造花をつくり、飾っ
て楽しみます。

成人 20 中央公民館 第4月 13：30 ～ 15：00

『ヘルシー家庭料理教室』 健康を考えた料理教室
です。 成人 20 中央公民館 第3火 9：30 ～ 12：00

『さわやか体操教室』 和室でできる体操教室
です。 成人 25 中央公民館 第2水 9：30 ～ 11：00

センスを研こう！
『カラーセラピー講座』

簡単な色塗りから自分
では気づきにくい心の
声に耳を傾けて心と体
のバランスのとり方を
学びます。

成人 20 中央公民館 第2木 19：00 ～ 21：00

『盆栽実習教室』 盆栽を持ち寄り、実技
を通して学ぶ講座です。 成人 20 市民文化

　　センター 第1木 10：00 ～ 12：00

～あのころにかえって～
『楽しいコーラス教室』

生活に潤いを与える童
謡・唱歌等を学びます。 成人 25 照島地区公民館 第1月 10：00 ～ 11：30

～暮らしの中に花を～
『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。

成人 15 市来地域公民館 第2火 9：30 ～ 11：30

手作り野菜を食卓に！
『家庭菜園教室』

野菜・土作りの基礎を
学ぶ教室です。 成人 20 市来農芸高校 第3土 9：00 ～ 11：00

『庭木剪定教室』 基礎知識・技能を実習
を通して学びます。 成人 15 市来地域公民館 第3木 9：00 ～ 11：00

Ｍｙ陶器を作ろう！
『陶芸教室』

手びねりやろくろを
使って、陶芸の基礎を
学びます。

成人 15 冠岳地区公民館 第1火 13：30 ～ 15：30��

木の温もりを感じよう！
『木工教室』

実技を通して木工の基
礎を学びます。 成人 12 市来地域公民館 第2水 9：00 ～ 11：30

楽しく学ぼう！
『成人大学』

学校の施設をつかって
学習活動する講座です。 成人 25 市来農芸高校 第2土 9：00 ～ 11：00

～香りを感じて・・～
『アロマテラピー教室』

香りを楽しみながら、
リラクゼーションや美
容と健康のサポートに
役立てる講座です。

成人 15 市来地域公民館 第3水 19：30 ～ 21：00

『デジカメ教室』 基本的知識と技能を身
につける教室です。 �

�
�
�
�

短期講座の募集は別途�
「広報いちき串木野」に掲載予定です。�
その要項により申し込んでください。�
なお、場合によっては内容が変更になる場合が
あります。

『男性基礎料理教室』 〃

『親子ふれあい教室』 親子で一緒に楽しむ教
室です。

『マジック教室』 基本的な知識と技能を
学びます。

※定員を大幅に割り込む場合は開設しないこともあります。�
※実技を伴う教室の場合の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。
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【申し込みについて】
　①　�社会教育課・中央公民館・アクアホール・各コミュニティセンターに下の申込書を直接、

または郵送で４月９日㈮までに提出してください。
　　　※いちき串木野市のホームページでも申し込みできます。
　②　受講者の決定については後日、申込者全員へ連絡します。
　　　（定員を超えた場合は、初心者・申し込み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５月21日㈮に行う予定です。（午前中）
　　　�当日は、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。受講が決

定された方は出席してください。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。

※希望される講座が今回で何回目の受講になるか必ず記入してください。
※�用紙が不足する場合は申込所（社会教育課・中央公民館・アクアホール・各コミュニティセン

ター）にあります。

【問合せ先】
　いちき串木野市役所社会教育課　〒899－2192 いちき串木野市湊町１丁目１番地（☎21－5128）
　※いずれも下の申込書で申し込んでください。申込期限は４月９日㈮です。

○�学習内容は生きがいづくり
や一般教養などです。

○�予定日が土曜日・日曜日・
祝日などの場合は変更にな
ります。

○開講は５月～３月です。

【申し込みについて】
高齢大学は、各高齢大学学級
長か社会教育課へ申し込んで
ください。年齢は問いません。

２ 高齢大学　 

講座・学級名 開 講 場 所 開 講 予 定 日

冠岳高齢大学 冠岳地区公民館 毎月５日 前 後 

生福高齢大学 生福地区公民館 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 照島地区公民館 毎月30日　〃　

旭高齢大学 旭地区公民館 毎月15日　〃　

荒川高齢大学 荒川地区公民館 毎月１日　〃　

羽島高齢大学 羽島地区公民館 毎月14日　〃　

土川高齢大学 土川地区公民館 隔月14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 市来研修センター 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　〃　

氏
フリ

　　　名
ガナ 住　所　（〒　　　　　　　　） 公民館名 年齢 電　　話

いちき串木野市
受�講�希�望�講�座・大�学�等 受講回数 今後開設を希望される講座があれば下に記入

してください。

申　込　書
（切り取り線）
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【募集要項】
　○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。
　○受 講 料　無料（ただし材料代・教材費等は実費負担）
　○申込方法　３月23日㈫～４月16日㈮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　　※定員になり次第締め切ります〉
　○開 講 式　４月23日㈮　10：00 ～
　　　　　　　講座毎に学習内容や準備についての連絡がありますので、受講生は全員出席してください。
　☆託　　児　昼間の講座受講時間内の託児をします。
　　　　　　　�（満２歳以上～未就学児、申込み時に届出、保険料が必要です）
　※申込みが著しく少ない講座は開講しない場合があります。

　＜自主グループ　新規入会者募集＞
　フレッシュ体操・ヨガ・フラメンコ・フラダンス・エアロビクス・太極拳・パッチワーク・アメリカンキ
　ルト・和裁・袋物・押し花・切り絵・絵手紙・手描き友禅・華道・書道・トールペイント

平成22年度　働く女性の家定期講座受講生募集
働く女性の家（☎32－7130）

　本市では、特別な教育的支援を必要とする児童生
徒に対して、教育的支援を行う「特別支援教育支援
員」を募集します。
●採用条件　�市内在住の方で、福祉や教育関係等の

経験や特別支援教育に関心がある、55
歳未満の方（教員経験のある方は62歳
まで可）

●採用人員　６人
●採用期間　４月６日㈫～平成23年３月25日㈮
●申込締切　３月29日㈪
　　　　　　　　※面接日　３月30日㈫
●申込方法　�履歴書を学校教育課（市来庁舎３階）

までお持ちください。
※�詳細につきましては、学校教育課までお問い合わ

せください。

○受験資格
　１�　昭和56年４月２日から平成元年４月１日まで

に生まれた方（学歴は問いません）
　２�　平成元年４月２日以降に生まれた方で、大学

を卒業された方及び平成23年３月までに大学を
卒業する見込みの方

○申込書の受付期間
　４月１日㈭から４月14日㈬まで
　※郵送の場合、４月14日の通信日付印有効
　　（できる限り簡易書留をご利用ください）
○第一次試験　６月13日㈰
○申込用紙請求・問合せ
� 伊集院税務署（☎099－273－2541）

市内小・中学校での特別支援教育支援員を募集します
学校教育課（☎21－5127）

国税専門官採用試験受験者募集
税務課（☎33－5616）

【講座案内】

講 座 名 曜 日 時 間 定員 回数 開講日 講　座　内　容

通
年
講
座

エ ア ロ ビ ク ス�
＆ ス ト レ ッ チ

第２�
火�曜�日

10:00～�
11:30 15人 10 5月11日

育児支援のための講座です。育児に疲れている
お母さん達、体を動かしてストレスを発散し心
も体もリフレッシュしましょう！

フ ラ ワ ー�
アレンジメント

第２�
水�曜�日

10:00～�
12:00 15人 10 5月12日 四季折々のお花をお気に入りの身近な容器など

に生けて楽しみます。（花代1,500円程度）

中 華 料 理 第２�
水�曜�日

9:30～�
12:00 20人 10 5月12日 お店の味を家庭でも！プロの先生から中華料理

のコツを学びます。

四 季 の 保 存 食 第３�
水�曜�日

9:30～�
12:00 30人 10 5月19日

いつまでも伝えたいお母さんの味や郷土の料
理、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。

前
期
講
座

舞 踊 第１・３�
木�曜�日

14:00～�
15:30 15人 10 5月6日 お馴染みの民謡や歌謡曲を簡単な振り付けで！

初心者の方でも楽しく踊れます。

書 道 第２・４�
火�曜�日

14:00～�
15:30 15人 10 5月11日 初心者の方のための書道教室です。筆の持ち方

など初歩から学びます。

か ん た ん�
リ メ イ ク

第１・３�
火�曜�日

14:00～�
16:00 15人 10 5月18日

お手持ちの和服や洋服などを利用して世界でひ
とつだけのステキな洋服（その他いろいろな
物）などを作って楽しみましょう！
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●自衛隊一般曹候補生
１　受付期間
　（１）第１回：４月１日㈭から５月10日㈪まで（締め切り日必着）
　（２）第２回：８月１日㈰から９月10日㈮まで（　同　上　　　）
　　　�ただし、平成23年３月高等学校卒業予定者の受付については、文部科学・厚生労働両省から示された

期日以降実施します。
２　応募資格
　（１）�平成23年４月１日現在、18歳以上27歳未満の者（昭和59年４月２日から平成５年４月１日までの間

に生まれた者）
　（２）この試験を受けられない者
　　　ア　日本国籍を有しない者
　　　イ　自衛隊法38条第１項の規定により自衛隊員となることができない者
　　　　　○成年被後見人または被保佐人
　　　　　○禁錮以上の刑に処され、その執行を終わるまで、または執行を受けることがなくなるまでの者
　　　　　○法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
　　　　　○�日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を

結成し、またはこれに加入した者
３　試験
　（１）第１次試験
　　　　ア　第１回：５月22日㈯
　　　　イ　第２回：９月18日㈯
　（２）試験場
　　　　　受付時または受験票交付時にお知らせします。
　（３）試験種目
　　　　ア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　適性検査

　（４）第１次試験合格者発表
　　　ア　第１回：６月11日㈮
　　　イ　第２回：10月１日㈮

　（注）１　採用予定人員等は、実行段階において一部変更することがある。
　　　　２　応募資格等は曹候補生に準じます。
　受付期間・試験期日については、変更になることもあります。また受験資格、試験内容、種目、待遇、
細部についての問い合わせ等、詳しくは、自衛隊鹿児島地方協力本部薩摩川内出張所（担当者：玉城☎22－
2401）または市民課（串木野庁舎）へお問い合わせください。
　各種問題等取り揃えておりますのでお気軽にお申し付けください。

平成22年度自衛官等募集
市民課（☎33－5612）

科　目 形　式 程　度 範　囲
国　語

択一式 高等学校卒業程度
国語総合

数　学 数学Ⅰ
英　語 英語Ⅰ
作　文 700字程度

●自衛官等募集計画

区　　　分 採用予定数 受付時期 試験期日 合格
発表

採用
時期男　子 女　子

自衛隊�
幹　部�
候補生

陸 一般要員 約145名 約15名

平成22年　�
４月１日㈭

～
５月10日㈪

まで

１次試験　５月15日㈯�
筆記試験　５月16日㈰�
筆記式操縦適性検査�
（飛行要員希望者のみ）�
２次試験�
　６月15日㈫～６月17日㈭�
　のうち指定する日�
※第１次試験�
　合格者のみ

１次試験�
６月４日㈮�

�
�

２次試験�
７月７日㈬

平成23年
３月下旬

から
４月上旬

海
一般要員 約70名 約10名飛行要員

技術幹部候補生 約20名

空

一般要員

約70名 約10名
飛行要員

音楽要員

予　　備�
自衛官補

一般公募 約160名 第１回�
平成22年�
1月12日㈫�
～4月9日㈮まで

第１回　�
平成22年４月17日㈯、

18日㈰、19日㈪
５月21日㈮

技能公募 約20名
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　男女共同参画社会の総合的な施策の推進を図るた
めの懇話会委員を募集します。懇話会では、男女共
同参画社会の形成に関する諸問題についての調査、
研究、協議などを行います。
●募集人数　３人以内
●任　　期　委嘱の日から２年
●応募資格及び条件
　⑴20歳以上でいちき串木野市内に住所がある方
　⑵�平日に開催する会議や土・日・祝日に開催する

研修等に参加できる方（年３回程度）
　⑶公務員、市議会議員でない方　
●応募方法　�所定の応募用紙に必要事項を記入のう

え、郵送または持参にて提出してください。
　　　　　　応募用紙は企画課にあります。
●応募締切　４月15日㈭
●提出先・問合せ　企画課

　青年海外協力隊・シニア海外ボランティアは、独
立行政法人国際協力機構（JICA）が実施する事業で、
開発途上国等の人々と共に働きながら、国づくりに
貢献する海外でのボランティア活動です。
　平成22年度春募集について、次のとおり説明会が
開催されます。

【青年海外協力隊】
　●鹿児島市勤労者交流センター会場
　　（ＪＲ鹿児島中央駅前　キヤンセビル７階
　　　ダイエー鹿児島中央駅店の上）
　　日　時：４月６日㈫　19：00 ～
　●かごしま県民交流センター会場
　　日　時：４月24日㈯　14：00 ～

【シニア海外ボランティア】
　●鹿児島市勤労者交流センター会場
　　（ＪＲ鹿児島中央駅前　キヤンセビル７階）
　　日　時：４月23日㈮　18：30 ～

【問合せ】JICAデスク鹿児島（☎099－221－6624）
　　　　　（㈶鹿児島県国際交流協会内）

　平成22年度「土地及び家屋価格等縦覧帳簿」の縦
覧及び「固定資産課税台帳」の閲覧を次のとおり行
います。
●期間〔縦覧〕４月１日㈭から５月31日㈪
　　　〔閲覧〕４月１日㈭から通年
　　　　（※ただし、土曜日、日曜日・祝日は除く）
●時間　８：30 ～ 17：15
●場所　・串木野庁舎　税務課
　　　　・市来庁舎　市民課　税務係
・�縦覧できる方は納税者、閲覧できる方は納税義務者

等です。縦覧・閲覧をされる方は、身分を証明でき
る運転免許証、健康保険証等をご持参ください。

・�法人及び他人の資産を閲覧される場合等は、委任
状が必要です。（※委任状には、委任者の印鑑が
必要）

・�「固定資産課税台帳」の写しが必要な方は、１枚
につき20円の実費手数料が必要です。（期間以外
は１件200円）

・市来庁舎では、市来地域のみの縦覧となります。

　行政改革の進捗状況に関する審議及び第二次行政
改革大綱の策定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
●応募資格　次の条件の全てを満たすこと
　　　　　　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１～６回程度）
　　　　　　③�本市の他の付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市税の滞納がない方
●任　　期　委嘱の日から２年
●応募方法　�所定の応募用紙に必要事項及び小論文

「いちき串木野市の行政改革に期待す
ること」を記入のうえ、下記まで提出
してください

　　　　　　�（応募用紙は、行政改革推進課または
市来支所市民課にあります。市ホーム
ページからダウンロードもできます。）

●選　　考　�応募の多少に関わらず選考要領に基づ
き選考いたします。選考結果は、３週
間以内に通知します。

●応募期間　４月15日㈭まで
●提 出 先　行政改革推進課または市来支所市民課
●問 合 せ　行政改革推進課

いちき串木野市男女共同参画推進
懇話会委員の募集

企画課（☎33－5672）

平成22年度青年海外協力隊
シニア海外ボランティア　春募集のお知らせ

企画課（☎33－5628）

「土地及び家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧及び
「固定資産課税台帳」の閲覧

税務課（☎33－5617）

桜祭り開催
産業経済課（☎21－5124）

行政改革推進委員会委員を募集します
行政改革推進課（☎33－5639）

　桜祭りが、次の日程で開催されます。市民の皆様
の多数のご観覧をお願いします。
●日　時　４月４日㈰　10：00 ～ 16：00
●場　所　観音ヶ池市民の森
●内　容　�地元業者などが露店を設けます。また、

ステージショーについては、沖縄民謡エ
イサー・フラダンス・よさこいクラブ・
金峰権現太鼓などを予定しております。

そ　の　他

市来えびす市場３周年記念イベントが開催されます。
●日　時　４月３日㈯・４日㈰９：00 ～ 18：00
●場　所　市来えびす市場（☎21-5082）
●内　容　３日㈯：抽選会・刺身試食会　他
　　　　　４日㈰：えびすなべ（魚のアラ汁）配布�他24



　異動シーズンを迎えるにあたり、次のとおり土・
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。

　　　
●窓口時間延長の実施予定市町村
　鹿児島県内においては、鹿児島市、鹿屋市、出水
市、西之表市、薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島
市、伊佐市、阿久根市、垂水市、長島町、大崎町、
宇検村が窓口時間延長を実施する予定です。
　開庁日、開庁時間、取扱業務などは各市町村で異
なりますので、詳しくは各市町村へお問い合わせく
ださい。

春の全国交通安全運動が次のとおり実施されます。
（実施期間）
　４月６日㈫から４月15日㈭までの10日間
　～４月10日㈯は「交通事故死ゼロを目指す日」～

（スローガン）
　もう一度　よく見て渡ろう　手をあげて

（最重点）
　子どもと高齢者の交通事故防止

（重点）
　⑴�全ての座席のシートベルトとチャイルドシート

の正しい着用の徹底
　⑵自転車の安全利用の促進
　⑶飲酒運転の根絶
　⑷交差点における交通事故防止
①�　保護者の方々は子どもと一緒に通学（園）路を

歩き、危険な場所や安全確認が必要な場所を子ど
もの目線でチェックし、安全な通行方法などを実
地で指導しましょう。

②�　この時期は、歓送迎会等で飲酒の機会も増えま
す。飲酒運転は犯罪です。絶対にやめましょう。

　65歳以上の高齢者で、運転免許証を自主返納され
る方は、本人確認書類として活用できる「写真付き
住民基本台帳カード」の交付を無料で受けることが
できるようになります。

【手続順序】
１�．いちき串木野警察署に、「申請による運転免許

の取消申請書」と「運転免許証」を提出してくだ
さい。

２�．いちき串木野警察署から「申請による運転免許
の取消通知書」及び「返納した運転免許証のコ
ピー」が発行されます。

３�．上記の２点を添えて市民課市民係に「いちき串
木野市高齢者運転免許証自主返納支援事業申請
書」及び「住民基本台帳カード交付申請書」を提
出してください。

【注意事項】
１�．この手続は、運転免許証を自主返納した日から

６か月以内に申請すれば、「写真付き住民基本台
帳カード」の手数料500円が無料となります。

２�．対象者は、住民基本台帳に登録されている満65
歳以上の方です。

３�．無料交付を受けられるのは、本人のみ１回限り
です。

４�．この制度は平成22年４月１日以降、いちき串木
野警察署に自主返納される方から該当します。

土・日曜日の窓口開設
総務課（☎33－5625）

春の全国交通安全運動
自治振興課（☎33－5632）

65歳以上の高齢者で
運転免許証を自主返納される方へ
串木野庁舎市民課（☎33－5611）・市来庁舎市民課（☎21－5114）

○窓口を開設する日時
３月27日㈯・28日㈰�
４月３日㈯・４日㈰�
※時間はいずれも8:30 ～ 17:00

○窓口を開設する課

・市民課�
・健康増進課�
・税務課�
・福祉課�
・土木課分室（水道関係）�
※いずれも串木野庁舎のみです。

～鹿児島地域振興局の体制が変わります～
　平成22年４月から農林水産部日置支所、建設
部日置支所の業務が本所（鹿児島市）に集約さ
れ、駐在機関が設置されます。
【駐在機関の業務】

※�保健福祉環境部（伊集院保健所）の業務内容
は変更ありません。

　日置庁舎の代表番号は３月31日㈬で廃止します
ので、次の部署にご用のある方は、４月１日㈭以
降は各部署の直通電話番号におかけください。

　詳しくは、鹿児島地域振興局総務企画課総務
労政係（☎099－805－7202）にお問い合わせくだ
さい。

区  分 業 務 内 容

農林水産部駐在 ・営農指導業務�
　（経営指導、技術指導など）

建設部駐在

・道路・河川など公共土木施設
の維持管理

・災害時への対応
・公共土木施設に係る各種許認

可申請書の受理（県営住宅関
係、建築確認関係を除く）

部 署 名 直通電話番号
保 健 福 祉 環 境 部 
（伊集院保健所） 099-273-2332

農 林 水 産 部 駐 在 099-273-3113
建 設 部 駐 在 099-273-3452
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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、届出をお忘れにならないようお願いしま
す。
①使用開始届
　印鑑をご持参のうえ、上下水道課（市来庁舎）、
または土木課分室係（串木野庁舎）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。
②使用休止届
　電話での届出もできます。お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
土木課分室係（☎33－5679）へご連絡ください。

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）

　農地法の改正に伴い、相続・遺産分割・時効取得
等により、農地法の許可を要さずに農地の権利を取
得した場合は、農業委員会への届出が必要になりま
した。
　届出の詳細については、農業委員会事務局並びに
市来庁舎・産業経済課（☎21－5122）へお問い合わ
せください。

【国民年金保険料が変わります】
　平成22年度の国民年金保険料が、15,100円になり
ます。
　保険料のお支払い方法によって、お得な割引料金
も設定されています。
●毎月納付で保険料をお支払いになる場合
　（納付書による現金納付及び翌月末振替の口座振替）
　・１か月分　　→　　�15,100円
　・６か月分　　→　　�90,600円
　・１年度分　　→　　181,200円
●毎月振替「早割」で保険料をお支払いになる場合
　（当月末振替の口座振替）
　・１か月分　　→　　�15,050円 （割引50円）
　・６か月分　　→　　�90,300円 （割引300円）
　・１年度分　　→　　180,600円 （割引600円）
●６か月分をまとめて前払いする場合
　（現金納付）
　・６か月分　　→　　�89,860円 （割引740円）
　・１年度分　　→　　179,720円 （割引1,480円）
　（６か月前納４月～９月と10月～３月を前納した場合の合計）
●６か月分をまとめて前払いする場合（口座振替）
　・６か月分　　→　　�89,570円 （割引1,030円）
　・１年度分　　→　　179,140円 （割引2,060円）
　（６か月前納４月～９月と10月～３月を前納した場合の合計）
●1年度分をまとめて前払いする場合（現金納付）
　・１年度分　　→　　177,980円 （割引3,220円）

　※�詳しいことは、川内年金事務所（☎22－5276）
までお問い合わせください。

相続等により農地の権利を取得された場合は届け出を
農業委員会（☎33－5647）

ねんきん広報だより
市民課（☎33－5612）

４月の心配ごと相談
社会福祉協議会（☎32-3183）

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。

相�談�場�所
及　び

相�談�時�間
相談種別

相　　談　　日

相談員※毎週金曜日

２日９日16日23日30日

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

６日13日20日 ― ―

心配ごと相談員火 火 火 ― ―

○ ○ ○ ― ―

※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人）　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。

☆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４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。

　隈元　諒太くん　　・　浜﨑　竜星くん

　中江　小次郎くん　・　安藤みずきちゃん

　峯元　琉之介くん

　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、家族皆
で歯の健康づくりに取り組みましょう。
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移動図書館車巡回日程
文化振興課（☎21-5113）・指定管理者㈱総合人材センター 

じゃあ、読もう。

【4月の移動図書館巡回案内】

○�詳しくは市立図書館（☎33－5655）へお尋ねくだ
さい。

コース 巡回日 コース 巡回日
１コース ４月13日（火） ６コース ４月21日（水）
２コース ４月14日（水） ７コース ４月22日（木）
３コース ４月15日（木） ８コース ４月23日（金）
４コース ４月16日（金） ９コース ４月30日（金）
５コース ４月20日（火） 15 コース ４月29日（木）

　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 サービスステーション（到着予定時刻）

1コース

荒川小学校（13:10 ～ 14:00）
平江公民館東（14:20 ～ 14:50）
浜ヶ城旧南商店隣（15:00 ～ 15:20）
塩田団地（15:30 ～ 16:20）

２コース

東塩田ＪＡ駐車場（12:40 ～ 13:00）
旭小学校旭幼稚園（13:10 ～ 14:20）
薩摩金山蔵駐車場（14:30 ～ 14:50）
麓八久保公園（15:00 ～ 15:20）

３コース

冠岳小学校（13:10 ～ 14:00）
ウッドタウン集会室前（14:20 ～ 15:00）
酔之尾西潟山アパート駐車場（15:20～15:40）
ひばりヶ丘団地（15:50 ～ 16:30）

4コース
羽島中学校（13:10 ～ 13:50）
土川コミュニティセンター（14:10 ～ 14:40）

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（13:10 ～ 14:00）
中組集落センター（14:10 ～ 14:30）
迫公民館（14:40 ～ 15:00）
川南地区広報研修館（15:10 ～ 15:30）

8コース
串木野西中学校（13:10 ～ 13:50）
浜町市場通り無料駐車場（14:00 ～ 14:20）

9コース
生冠中学校（13:10 ～ 13:50）
袴田東（14:10 ～ 14:30）
雇用促進住宅（14:40 ～ 15:10）

15コース
恵比須県営住宅（14:20 ～ 14:40）
佐保井住宅（14:50 ～ 15:10）
迫田前県営住宅（15:20 ～ 15:40）

お　く　や　み　（２月届出分）

故　人 年齢 住所または�
公民館 喪　主

川　畑　ヨシノ 84 川 畑 川畑　宗憲

北　山　宏　子 79 昭 和 通 岩田　勇男

長　家　 代志 84 麓 岩田　純代

前　潟　テ　ル 84 木 屋 前潟　一美

木　下　恵　子 50 木 屋 木下　 喜

川　﨑　　　弘 84 桜 町 川﨑　律子

松　田　幸　男 78 曙 町 松田　幸子

尾場瀬　明　子 71 汐 見 町 尾場瀬清孝

岩　嵜　ヒロ子 77 春 日 町 桃園　良子

東　　　チ　ミ 94 寺 村 青木まゆみ

福　永　ミ　カ 97 新 生 町 濵﨑　昭子

上　原　テル子 66 潟 小 路 上原　幸平

竹　中　 　惠 97 岳 釜 上村　幸子

北　山　ヨ　シ 78 内 門 北山　秀義

龍　薗　　　昇 78 芹 ヶ 野 龍薗　文子

谷　　　フミ子 81 平 向 前田　園枝

寳　 　スズ子 86 荒 川 下 寳　　一介

吉　松　ヱ　ミ 98 酔 之 尾 吉松　重美

石　川　ミ　ツ 96 石 川 山 石川　和哉

長　　　満　子 85 旭 町 長　　一彦

前　薗　　　甫 94 照 島 下 前薗　トミ

村　中　アキノ 71 田 中 中 村 山下　弘子

江　﨑　ツ　ヤ 86 浦 和 町 江﨑　芳廣

下　 　ハルヱ 93 松 原 下 　幸雄

駒　壽　ト　シ 87 本 浦 東 駒壽　　茂

田　島　ヒロ子 77 下 名 田島　勝三

三　園　　　繁 94 木 場 迫 三園　ヱミ

大久保　博　美 77 潟 小 路 大久保和彦

冨　宿　六　三 78 市 口 冨宿ユキエ

有　馬　九州男 80 袴 田 有馬　睦子

松　山　良　子 85 御 倉 町 勝目　洋子

濵　田　貞　雄 87 戸 崎 外城より子

浅　谷　常　子 81 浜 町 浅谷　公郎

（届け出人が同意された方を掲載してあります）
※社会福祉協議会へ香典返しにかえて寄付をいただきま
した方々については、「いちき串木野市社協だより」に掲
載します。
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かわい
い天使たち

「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 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

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

（12・1月届出分）

子どもの名前 保護者（連名有り） 住　所

福山�　遥
はる

仁
と

清正・宏美 河内

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、または
住所での掲載となります。）

か

久木元　颯
そうま

真くん
（潟小路）

颯真です。よろしくね！
２人のお兄ちゃん仲良くしてね。

父：隆夫さん・母：由香さん

内村　天
たかと

翔くん
（ウッドタウン）
お姉ちゃんと元気に
仲良く育ってね。

父：公平さん・母：まゆみさん

平　佑
ゆ ね

音ちゃん
（御倉町）

お姉ちゃんと仲良く元気に
育ってね☆

父：友和さん・母：芙美さん

出 　純
あやな

菜ちゃん
（石川山）

家族でいっしょに
たくさん遊ぼうね !!

父：淳一郎さん・母：真純さん

西峯　篤
あつ

輝
き
くん

（大原町）
明るく元気に育ってネ！
父：伸悟さん・母：尚美さん

橋口　尚
しょうへい

平くん
（橋ノ口）

元気に強く育ってネ
父：尚仁さん・母：霞さん

福山　詩
うた

羽
は
ちゃん

（大原南）
詩羽の未来に多くの幸せが

ありますように。
父：真一さん・母：由美子さん

久保　舞
まい

佳
か
ちゃん

（野中栫）
お兄ちゃんお姉ちゃんと仲良くね。

父：成矢さん・母：仁美さん

吉永　光
こう

希
き
くん

（田中中村）
めざせラグビー日本代表
それともプロレス？

父：努さん・母：ゆかりさん
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