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　現在わが国は、世界に類を見ないスピード
で少子高齢化が進展し、今後本格的な人口減
少社会を迎えると言われております。
　この人口減少は、生産年齢人口の減少によ
る産業経済活動の低下や、社会保障費の増大
など国民生活に直結する影響が懸念されます。
　本市においても、人口減少は例外ではなく、
税収や交付税の減少、地域コミュニティ活動
の維持が困難になるなど市民生活にも支障を
及ぼしかねない喫緊の課題であり、まちを元
気にしていくためには人口減少社会に向けた
対策が急務であります。人口減少社会へ如何
に対応し、持続可能なまちづくりを進めてい
くかという点で、現在そしてこれから先の生
産年齢人口の流出を防ぐための企業誘致によ
る雇用の場の確保、少子化対策としての子育
て支援策が優先的に取り組むべきであると考
えております。

　輝ける新年の年頭にあたりましてご挨拶を
申し上げます。
　市民の皆様には、輝かしい希望に満ちた新
春を健やかにお迎えのことと、心からお慶び
申し上げます。旧年中は、市政のさまざまな
分野にわたりまして、皆様の温かいご理解と
ご協力をいただき、誠にありがとうございま
した。
　私、昨年11月の市長選挙におきまして、
各方面の力強いご支援により、当選の栄に浴
し、引き続き三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。
　新春を迎え、市民の皆様が、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。

新年のあいさつ

いちき串木野市長　田 畑　誠 一

賃貸制度の創設により企業誘致を図る西薩中核工業団地
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てまいります。
　さらに、今年7月20日にオープンする薩摩
藩英国留学生記念館には、薩摩藩からの辞
令書をはじめ、留学生が読んだ短歌短冊など
数々の貴重な歴史資料を展示し、本市の新し
い観光の名所として更なる交流人口の拡大に
つなげてまいります。

　生産年齢人口増の一番の特効薬は企業誘致
であります。西薩中核工業団地の未分譲地
16.8haにつきまして、時価の6分の1以下の
1億9,900万円で買い入れましたので、それ
により、安価で土地を賃貸する制度を創設す
ることができ、「10年間の無償賃貸」や「最
大3億円の企業誘致補助金」など、積極的な
企業誘致を展開し、若者をはじめ多くの市民
の働く場の確保に努めてまいります。
　また、交流人口の拡大については、昨年
10月に完成した総合体育館をはじめ、テニ
スコート、パークゴルフ場、多目的グラウン
ド、神村学園人工芝サッカー場など、これま
で整備されたスポーツ施設を活かして、国内
トップレベルの試合や各種大会の開催、大学
のスポーツ合宿やグリーンツーリズムによる
交流人口の拡大に努めながら経済効果を高め グリーンツーリズムを楽しむ修学旅行生

完成した総合体育館と行れた実業団の試合

資料収集が進む薩摩藩英国留学生記念館完成イメージ図と留学生

（鹿児島県立図書館蔵）

▲資料の一部「和歌短冊」

（鹿児島県立図書館蔵）
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づくり』としては、食のまちづくりを推進し、
農商工の連携・６次産業化の支援、まぐろ水
揚げ奨励金、魚類種苗放流、人工魚礁設置、
藻場造成などを行い、地元産業の支援に努め
てまいります。
　利便性が高く美しいまちを創造する『快適
な環境のまちづくり』としては、合併特例債
の活用による市街地の道路・側溝の重点的な
整備などを進めてまいります。
　複雑多様化する社会情勢のもと、本市に課
せられている課題は多岐にわたりますが、今
後も市民の皆様と行政との協働によるまちづ
くりを市政運営の基本として、魅力ある地域
社会を創造していきたいと考えております。
　本市の将来都市像である「ひとが輝き文化
の薫る世界に拓かれたまち」を目指し、より
一層、市民の皆様と相互に情報を交換しなが
ら連携し、創意と工夫を凝らし、希望の持て
る明日のいちき串木野市のまちづくりに取り
組んでまいります。
　市民の皆様におかれましては、本年も市政
に対しまして、なお一層のご支援とご協力を
お願いいたしますとともに、皆様方のますま
すのご健勝とご多幸を祈念申し上げ、新年の
ご挨拶といたします。

　一方、少子化対策としては、子育て世代の
経済的負担の軽減を図るため、中学校までの
医療費の無料化、0歳児の紙おむつの支給に
取り組むほか、串木野高等学校存続に向けた
施策を推進し、魅力ある学校づくりや就学支
援についての新たな補助制度など、子どもを
産み育てやすい環境づくりに努めてまいりま
す。
　このほか住民と行政とのパートナーシップ
による『共生・協働のまちづくり』としては、
市民が主役の市政運営をすすめ、まちづくり
協議会による地域づくりの支援などに努めて
まいります。
　健康で文化的な生活を営める『元気で安心
できるまちづくり』としては、高齢者肺炎球
菌ワクチン予防接種補助など高齢者・障がい
者福祉の充実を図るとともに、学校の耐震化
100％の実現、トイレの洋式化などのほか、
合併浄化槽への転換促進補助、ごみの再資源

化推進による減
量化と最終処分
場の建設を進め
てまいります。
　世界に羽ばた
く力強い産業が
展開する『活力
ある産業のまちマダイの稚魚放流

すこやかおせんしのスポーツ大会 ３歳児健診で栄養士の話を聞く親子
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おしらせ版

●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
　・世帯の月額所得が158,000円以下であること
　・同居する家族がいること
　・�市税等（市税・水道料金など）に滞納がない
こと

　・原則として、公営住宅に入居していないこと
　・入居者や同居者が暴力団員ではないこと
　※駐車場は１世帯につき１台
●入居時必要なもの
　・敷金（家賃の３か月分）
　・連帯保証人（２人）
●申込期限
　１月20日（月）17：00
　※�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、ご了承
ください。

●抽選日
　・ひばりが丘団地・酔之尾東団地
　　１月23日（木）10：00　串木野庁舎地下大会議室
　・佐保井住宅
　　１月23日（木）14：00　市来庁舎１階会議室
●入居予定日　２月３日（月）
●申込・問合せ
　・都市計画課　建築係
　・土木課　土木総合窓口係（串木野庁舎）

●日　　時　２月９日（日）
　　　　　　〔荒天の場合２月16日（日）〕
●場　　所　えびの高原スケート場
●募集対象　�市内に居住する小学１年生以上の児

童生徒
●募集定員　50名
●参 加 料　5,000円
　　　　　　（保険料、入場料、貸し靴代含む）
●申込期限　２月２日（日）まで
●申込・問合せ　Ｂ＆Ｇ海洋センター　☎32-8994
　　　　　　指定管理者　（株）日本水泳振興会

　平成25年４月１日以降に子宮頸がん・乳がん・
大腸がん検診を受診していない方を対象に脱漏検
診を実施します。検診希望の方は、１月17日（金）
までに串木野健康増進センターにお申し込みくだ
さい。検診を申し込まれた方には、１月下旬に受
診票を送付します。
　なお、大腸がん検診は、検査キットを使用して
の検査となりますので、受診希望者には、検査キッ
トを送付します。
●日　時　２月８日（土）
●受　付　�8：30 ～ 9：00（大腸がん検診のみ

の方は10：00～ 10：30）
●場　所　串木野健康増進センター
●対象者
　�　本市に住所があり、平成26年４月１日現在
の年齢が次の方
　・子宮頸がん検診…20歳以上の女性の方
　・乳 が ん 検 診…40歳以上の女性の方
　・大腸がん検診…40歳以上の方
　※ただし、治療中などの方は除きます
●検診費用・定員

　※ただし次の方は、無料です
　・�70歳以上の方（高齢者受給者証または長寿
医療の交付を受けている方）

　・�いちき串木野市国民健康保険の方（当日、保
険証・印鑑持参）

　・生活保護世帯または非課税世帯の方（要手続）
　・�子宮頸がん・乳がん・大腸がん検診無料クー
ポン券が送付されてきた方

市営住宅入居者募集について
都市計画課（☎21-5154）

Ｂ＆Ｇ「スケート教室」参加者募集
市民スポーツ課（☎21-5129）

子宮頸がん・乳がん・大腸がん脱漏検診
実施について

串木野健康増進センター（☎33-3450）

住宅名 建設年度 
募集戸数 構造・設備 備　考

ひばりが丘団地 
（だいわ串木
野店近く）

平成２年度 
１戸

耐火４階建（４
階）・３ＤＫ・
水洗トイレ

単身入居
不　可

酔之尾東団地 
（旧雇用促進
住宅）

昭和 55 年度 
１戸

中耐５階建（１
階）・３ＤＫ・
水洗トイレ

世帯主60歳
以上・単身
入居不可

佐保井住宅 
（Ａコープ大
里店近く）

昭和 52 年度 
１戸

簡耐２階建・
３ＤＫ・
汲み取り

単身入居
不　可

検　診　名 検診費用 定　員
子宮頸がん検診 700円 100人
乳がん検診（40歳代）
　　　　　（50歳以上）

1,500 円
1,000 円 80人

大腸がん検診 500円 定員なし

　大学・短大・大学院など私学44校の担当者が、
講義内容や学習方法、受講手続などについて直接
相談を受ける相談会が開催されます。
　参加申し込み・参加料は不要です。直接会場へ
お越しください。
●日　時　2月16日（日）11：00～16：00（入退場自由）
●場　所　エルガーラホール8階（福岡市中央区天神1-4）
●対　象　一般・高校生
●問合せ　公益財団法人私立大学通信教育協会
　　　　　☎03-3818-3870
ホームページ　http://www.uce.or.jp/

大学通信教育春季合同入試説明会
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　市有地を一般競争入札により売却します。最低
売却価格以上で最高の価格をもって入札された方
が落札者となります。
●入札物件

●申込締切　１月20日（月）　17：00
●入 札 日　１月下旬を予定
●入札保証金　�入札に参加される方は、入札保証金

（198,850円）を入札前日までに納付
●条　　件　�東側に袋地があるため、通路部分を

確保するなど、購入後東側の土地の
所有者の通行権について協議する必
要があります。

●申込・問合せ　財政課 契約管財係（串木野庁舎２階）

　公的個人認証サービスを利用すると、便利で安
全な電子申請（国税電子申告など）が、自宅のパ
ソコンからインターネットを通じて行うことがで
きます。
　このサービスを利用するための電子証明書の交
付を市民課で行っています。
●申請できる方
　本市に住民登録をしている15歳以上の方
　（ただし、成年被後見人の登録を受けていない方）
●サービスを利用するための手続き
　①市民課で住基カードを取得する。
　　（取得済の方はお持ちのカードを使えます）
　②市民課で電子証明書を取得する。
　　○必要なもの
　　　　住基カード、印鑑、手数料500円　　
　　　　※�住基カードが写真無しタイプの場合は

運転免許証など本人が確認できる身分
証明書が必要です。

　　○有効期間：３年間　
　　　　※�詳細は「暮らしのガイドブック（P49）」

をご覧ください。
　③ ICカードリーダライタを準備する。
　　�　家電量販店やインターネットで購入できま
す。

　④パソコンのセットアップをする。
　　�　インターネットに接続されたパソコンに、
公的個人認証サービス利用者クライアントソ
フトをインストールします。

　⑤電子申請、国税電子申請が可能になる。
　　※詳細は下記ホームページをご覧ください。

【公的個人認証サービス】http://www.jpki.go.jp
【IC カードリーダライタ】http://www.jpki-w.jp/
【e-Tax 国税電子申告】http://www.e-tax.nta.go.jp

市有地の一般競争入札による売却
財政課（☎33-5629）

公的個人認証サービスを利用しませんか
市民課（☎33-5611）市来庁舎市民課（☎21-5114）

第５回「県・市町合同公売会」開催
税務課（☎33-5615）

公的年金収入のある方の確定申告について
税務課（☎33-5616）

地　　番 地目 面積（㎡） 最低売却価格
平江 20179 番１ 原野 240 3,977,000 円

　税の滞納などで、差押えた動産（家電、日用品、
雑貨など）の公売会が県・市町合同で実施されま
す。どなたでも参加できます。
●日　　時　１月29日（水）９：00開場
●場　　所　かごしま県民交流センター
　　　　　　２Ｆ大・中ホール、展示ロビー
●必要な物　①購入代金
　　　　　　②本人が確認できるもの
　　　　　　　（運転免許証・健康保険証など）
　　　　　　③委任状（代理人が入札する場合）
　　　　　　④同意書（20歳未満の場合）
　　　　　　⑤印鑑（認印）※スタンプ印不可

※�いちき串木野市からも出品予定です。詳しい内
容は鹿児島県ホームページをご覧ください。

～税金は納期内に納めましょう～

　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20万円以下である場合には、所得税につい
て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、確定申告書を提出する必要があり
ます。

　詳しくは、
　�国税庁HP（http://www.nta.go.jp/）をご覧
いただくか、伊集院税務署へご相談ください。

　伊集院税務署（☎099-273-2541）
　※自動音声案内

串木野
西中学校

物件
野　元

平江橋

五反
田川43

43
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法務局サンデー相談所の開設
市民課（☎33-5611）

勤労青少年ホーム祭開催
水産商工観光課（☎33-5638）

　成年後見制度は認知症や知的障害・精神障害な
ど精神上の障害により、判断能力が十分でない方
の財産等の管理面を支援する法的制度です。
　その成年後見制度の説明会を次の日程で開催し
ます。
　将来に不安をお持ちの方やそのご家族などご参
加ください。また、希望者には司法書士による個
別の無料相談会も予定しています。
●日　　時　３月５日（水）13：30～ 15：00
　　　　　　（個別相談会　15：15～ 16：30）
●場　　所　いちきアクアホール多目的室
●申込締切　２月21日（金）
●申込・問合せ　地域包括支援センター（市来庁舎内）
※参加は無料ですが、事前に申し込みが必要です。
※�個別に相談を希望する方は、申し込みの際にお
知らせください。

　住基カード（住民基本台帳カード）は市民課で
交付が受けられるセキュリティに優れたＩＣカー
ドです。交付手数料は500円で、写真は市民課で
撮影します。
< 取得するメリット >
　・�写真付の住基カードは、公的な身分証明書と
して利用できます。

　・�住基カードに電子証明書機能を追加（手数料
が必要）すると、電子申請（ｅ -Tax）を利
用して所得税の確定申告ができるようになり
ます。

　・�転出先の市町村でも引き続き住基カードは利
用できます。

< カードの種類 >
　写真付タイプと写真無しタイプの２種類です。
< 有効期間 >
　発行日から10年間です。
　※詳しくは市民課にお尋ねください。

　○住基カード交付手数料の全額減免制度
　65歳以上で運転免許証を自主返納された
方は、返納した日から６か月以内に申請すれ
ば写真付きの住基カードを無料で交付いた
します。詳しくは「暮らしのガイドブック
（P48）」をご覧ください。

　冬の風情を楽しむ和菓子「椿もち」と鹿児島の
銘菓「かるかん」を作ります。
●日　　時　２月６日（木）　９：30～ 12：00
●場　　所　働く女性の家
●募集定員　20人
●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（ただし材料費は実費負担）
●持 参 品　三角巾・エプロン
●申 込 み　�１月25日（土）までに、来館また

は電話で働く女性の家へ
　　　　　　�（受付時間　火曜～土曜　９：00～

17：00　月曜日は休館）
●託　　児　�満２歳以上～未就学児。希望される

方は、事前にお申し込みください。

　勤労青少年ホームの講座やサークル活動で学習
した内容の発表、実演、展示等を行うホーム祭を
開催します。
●日　時　１月19日（日）10：00～ 15：00
●場　所　勤労青少年ホーム（串木野インター近く）
●入場料　無料
●内　容　�各講座活動状況写真展示、料理講座の

豚汁振る舞い、エアロビクス・バドミ
ントン講座の実演＆体験、コーヒー講
座の実演と試飲、お菓子作り講座の試
食会、茶道講座のお茶会体験

　　　　　※�バドミントン、エアロビクスの体験希
望の方はシューズを持参ください。

●問合せ　勤労青少年ホーム　☎32-8770
　　　　　※日・祝日を除く13：00～ 21：00

　相談は無料で予約も不要です。相談の秘密は厳
守します。
●日　時　１月26日（日）
　　　　　10：00～16：00（最終受付15：30）
●場　所　鹿児島地方法務局川内支局
　　　　　（川内地方合同庁舎）
●相談内容
　・登記関係…�土地や建物の売買、相続等、不動

産登記全般、会社や法人の設立・
役員変更等の法人登記関係全般

　・戸籍・国籍…�出生・婚姻・養子縁組、成年後見、
帰化・国籍取得等の問題

　・供託関係…�土地建物の地代家賃の弁済のため
にする供託、裁判上の保証供託等
の担保提供のためにする供託など
の供託全般

　・人権関係…�遺言、いじめ、差別、家庭内暴力、
家族間の問題等の人権問題全般

●相談員　鹿児島地方法務局川内支局職員
　　　　　川内公証役場公証人
●問合せ　鹿児島地方法務局川内支局
　　　　　☎22-2300

成年後見制度無料説明会および
相談会の開催
地域包括支援センター（☎21-5172）

身分証明書としても使える
「住基カード」はいかがですか
市民課（☎33-5611）市来庁舎市民課（☎21-5114）

いきいき女性講座「冬の和菓子」
受講生募集

働く女性の家（☎32-7130）
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まちづくり防災課　　☎33-5632
　平成26年４月から平成27年３月まで勤務していただく行政嘱託員を募集します。

●募集人員　　82人
●応募要件　　�いちき串木野市に居住し、市税等を滞納していない健康な方で、自治公民館に加入し

ている方
●身　　分　　いちき串木野市職員（非常勤の特別職公務員）
●勤務時間　　毎月５日、20日を中心に広報紙・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、とりまとめしていただきます）
●業務内容　　①担当する地区（公民館）内世帯への広報紙・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
●応募手続　　�行政嘱託員申込書と履歴書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。なお、行政嘱託員申込書は、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。また、担当地区については、３地区まで希望できます。

●受付期間　　１月６日（月）～１月23日（木）（ただし、土・日曜日、祝日を除きます）

行政嘱託員の募集

番号 担当地区（公民館） 世帯数 月額報酬（円）
1 宇都・岩下 39 10,760
2 川畑・松下・久木野 115 28,700
3 下石野・上石野 101 24,940
4 福薗・大六野 166 40,440
5 鏑楠・山之口 97 23,980
6 中井原・生野 96 23,640
7 坂下・ウッドタウン 183 44,420
8 大薗・小薗 128 28,660
9 河内・浅山・薩摩山 181 40,220
10 麓 279 56,100
11 袴田（南） 298 59,800
12 袴田（北） 249 50,000
13 浜ケ城 184 37,000
14 日出町 271 54,300
15 大原南 337 67,500
16 高見町 133 26,700
17 桜町 110 22,100
18 大原町 144 28,900
19 昭和通 216 43,300
20 中尾町 138 27,700
21 曙町 197 39,600
22 春日町 296 59,400
23 旭町 161 32,300
24 元町・栄町 174 35,000
25 浜町・市口 175 35,200
26 汐見町 327 65,600
27 東塩田町 167 33,600
28 岳釜・新潟 177 35,600
29 木屋・西浜町 195 39,200
30 港町・本浦東 193 38,800
31 浦和町 133 26,700
32 新生町 124 24,900

番号 担当地区（公民館） 世帯数 月額報酬（円）
33 小瀬・文京町 177 35,600
34 御倉町 219 43,900
35 平江・三井 248 54,860
36 野元・深田下 226 50,320
37 海瀬・八房 255 56,600
38 別府 219 44,100
39 酔之尾（西） 262 52,600
40 酔之尾（北東）･ 酔之尾東 298 59,800
41 ひばりが丘 227 45,600
42 島平上 168 33,800

43 照島下・崎下手
・屋敷 222 44,600

44 須賀・田中中村 191 38,400
45 石川山 203 40,800
46 塩屋町 182 36,500
47 緑町 155 31,100
48 恵比須町 182 36,500

49 野下 ･ 金山下 ･
金山 ･ 深田上 179 43,660

50 芹ヶ野 125 30,800
51 草良・大河内 63 16,320
52 寺村・中向・荒川下 103 25,620
53 白浜・猪之鼻・河原 112 27,980

54 横須 ･ 野中栫
･ 松尾 ･ 平身 156 38,640

55 浜東 126 28,920
56 浜中 105 24,300
57 浜西 140 32,000

58 光瀬上・光瀬下・
光瀬浦・海土泊 105 26,500

59 萩元上・萩元下
・万福 78 20,220

番号 担当地区（公民館） 世帯数 月額報酬（円）
60 平山・下山・土川 80 24,300
61 平佐原・松山 159 38,860
62 払山・松原・崎野 155 38,000
63 戸崎・堀 147 36,180
64 平ノ木場・中原 105 26,200
65 島内・迫田前 120 29,700
66 宇都・門前 108 26,820
67 木場迫・中福良 142 34,880
68 寺迫・下手中 89 22,160

69 佐保井・陣ケ迫
・池ノ原 145 35,700

70 駅前 148 33,160
71 恵比須・橋ノ口 119 26,780
72 平向 211 46,920
73 潟小路 114 25,580
74 迫・安茶 171 38,220

75 牛ノ江・外戸・
観音ケ迫 84 22,640

76 天神町 210 46,700
77 祇園町・土橋町 129 28,880
78 栄町・日ノ出町 165 36,800
79 中組 85 23,000
80 内門・平木場 69 20,720

81 木場・舟川前・
舟川後 63 17,880

82 久福・松比良 ･
中ノ平前・中ノ平後 58 19,200

平成 26 年度　行政嘱託員担当世帯数と月額報酬（予定）
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平成26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）（☎36-2142）

　市学校給食会では、平成26年度給食物資の納
入を希望する業者の方の指定願申請を受け付けま
す。
●受付期間　１月20日（月）～１月31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市税の納期到来分までを完納していること
　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年間ですので、引き続き
希望される方も新たに申請してください。

●問 合 せ　串木野学校給食センター
　　　　　　市来学校給食センター

　「フェリーニューこしき」が定期検査に入るた
め、次のとおり運行ダイヤが変更となります。

「フェリーニューこしき」運休ダイヤ
●期　間　１月27日（月）～２月９日（日）

※�この期間は「フェリー便」がないため、全便２
等運賃適用となります。
※�「フェリー便」がないため、車両運送ができま
せん。
●問合せ　甑島商船（株）　☎32-6458

甑島航路運行ダイヤの変更
水産商工観光課（☎33-5638）

●区割り、受持ち世帯数
　・�担当区域は地区公民館を基本に、自治公民館を分割しないように区割りし、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（200円～ 300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。

シーホーク
港
　
名

フェリーニュー
こしき

１便 ２便 １便 ２便

下り 上り 下り 上り 上
り

下
り

上
り

下
り

8:45 11:50 15:45 18:50 串
木
野

ドック運休

↑ ↓
11:00 16:40 里

10:25 17:15 鹿
島

9:50 9:55 17:40 17:45 長
浜

「てぃーたいむとーく」の開催 政策課（☎ 33-5634）

　独身男女を対象に出会いの応援イベントを開催します。このイベントは、いちき串木野市地域婦人団
体連絡協議会が「いちき串木野市出会いサポート事業」により実施するもので、ゲームなどを通じて、
友達づくり感覚で、気軽に参加できます。
　寒い冬だからこそ、あったかい交流をしてみませんか。素敵な出会いをサポートします。

『…まずは友だちから…』
●日　　時　２月 11日（火・祝）10：00～ 15：00　（受付は９：30からになります）
●場　　所　シーサイドガーデンさのさ
●内　　容　お楽しみ抽選会や色々な企画を通して楽しく交流できます
●対　　象　20歳から 40歳代の独身男女
　　　　　　※�男性はいちき串木野市内在住者（出身者）または勤務地がいちき串木野市内の方を優先

します。
●募集人数　男女各 25人（先着順受付）
●参 加 料　2,000 円（軽食、飲み物などあります）
●申込期限　１月 24日（金）�（定員になり次第締め切ります）
●申込・問合せ　いちき串木野市地域婦人団体連絡協議会　会長　勝目（☎・ＦＡＸ　32-1184）
　　　　　　　　※電話またはＦＡＸで、住所・氏名・連絡先等をお知らせください。

●選考方法　　面接及び書類審査
　　　　　　　・面接予定日　２月６日（木）・７日（金）
　　　　　　　・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。
　　　　　　　※�公民館役員との兼務や行政嘱託員の経験が５年以上の方であっても、適任者の応募

がない地区については採用される場合がありますので、これらの方々も応募できま
す。
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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

１月

成人式（３日）

消防出初式（５日）

鹿児島地域植樹祭（18日）

第16回元気な街づくりウォーキング大会（19日）

２月

いちき串木野ポンカン祭り（２日）
日置地区生涯学習推進大会・市生涯学習大会
（２日）

串木野駅・市来駅100周年記念
串木野駅バリアフリー完成記念イベント（16日）

３月

第18回徐福ロマンロードウォーキング大会（２日）

ガウンガウン祭（２日）

太郎太郎祭（9日）

薩摩街道歴史探検ウオーキング（16日）

観音ヶ池さくら祭り（30日）

４月
第57回串木野浜競馬大会（中旬）

第23回串木野まぐろフェスティバル
（26～27日）

５月

すこやかおせんしのグラウンド・ゴルフ大会
（中旬）

第７回いちきウォーキング大会（下旬）

６月

７月

第44回串木野さのさ祭り（19～20日）

海の日海岸クリーン作戦（21日）

第９回市小学校水泳記録会（下旬）

サマーフェスタin市来（下旬）

第５回いちき串木野市消防団消防操法大会
（未定）

８月

市教育講演会（上旬）

七夕踊（10日）

戦没者追悼式（15日）

８月
羽島太鼓踊（中旬）

川上踊（下旬）

９月

畜産品評会（上旬）

虫追踊（下旬）

すこやかおせんしのスポーツ大会（下旬）

10月

第９回市民体育大会（上旬）

青少年のための科学の祭典（中旬）

第10回市小学校陸上記録会（中旬）

いちき串木野づくし産業まつり～地かえて祭り～
（25日～26日）

市英語暗唱・スピーチ大会（下旬）

11月

市文化祭（１日～４日）

地域が育む「かごしまの教育」県民週間
（１日～７日）
元気いきいきフェスタ2014（保健福祉大会）
（中旬）

市小中学校音楽発表会（中旬）

かんむりだけ山市物産展（23日）

第９回市地区対抗駅伝競走大会（下旬）

12月

ふれあいフェスタ（7日）
学校給食展（7日）

消防団年末夜警（28日～29日）

※日程等は、変更になる場合があります。

■平成26年　行事予定……………………………………

▲デイサービス利用者の方の手作り干支（午）
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