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愛 が い っ ぱ い の ま ち

神村学園女子駅伝部
　 全国優勝おめでとう！



　昨年12月23日に行われた、第30回全国高等学校駅伝競走大会で女子では鹿児島県勢初となる全国
優勝を成し遂げた神村学園女子駅伝部の選手達が、優勝旗や優勝カップを手に、２月17日、優勝パレー
ドを行いました。
　有川哲蔵監督を先頭に、旭町ロータリーからドリームキャノピーを往復し、会場に集まった約2,800
人の市民の歓声に、選手達は少しはにかんだように笑顔で応えていました。

　続けて行われた記念セレモニーでは、女子駅伝部に市民栄誉
賞が授与されました。有川監督は、「バスで帰ってきたときに、
多くの市民に迎えられ、あらためて実感が湧いた。この感動を
忘れずにこの１年間連覇を狙って、神村の新しい歴史をつくり
たい。今後とも温かい気持ちで見守ってほしい」と話しました。
また、１区を走った平田歩弓元主将は、「市民の皆さんの応援が
あったから、今回の優勝につながった。後輩たちは、切磋琢磨
し、今後も頑張ってくれると思います」と後輩へエールを送り
ました。
　また、パレードでは横断幕を持って先頭を歩いた市内陸上少年団に所属する久保美月さん、黑木悠那
さん、橋本愛梨さんから、卒業する３選手に花束が贈呈されました。
　セレモニー終了後、選手達から紅白もちの振る舞いも行われ、会場に集まった参加者は、監督や選手
と握手や記念撮影を行い、全国優勝の喜びをともに分かち合いました。

神村学園駅伝部 優勝パレード
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　１月18日、いちき串木野商工会議所青年部から、
青少年育成活動の一環として寄付金が贈られまし
た。
　これは、昨年11月18日に同団体が主催した、謎
解きウオークラリーイベント「トレジャークエス
トⅡ」の収益の一部から寄付されたものです。当
日は、同団体の濵﨑創会長が市の教育委員会を訪
れ、教育長へ寄付金を手渡しました。
　この寄付金は、市内公立中学校５校が、図書購
入費として活用していく予定です。
　ありがとうございました。

青少年育成へ寄付を

　１月17日、18日に東京で行われた「第２回和牛
甲子園」で、市来農芸高校が取組評価部門で最優
秀賞、枝肉評価部門で優良賞のダブル受賞となり
ました。和牛甲子園は、全国の高校で和牛を肥育
している高校生たちが、和牛の肉質や日頃の取組
内容を競う大会です。
　取組評価部門では、牛舎の周りの環境づくりや、
牛が寝やすい環境づくりに気を使うなど、快適性に
配慮し、牛のストレスを軽減するための日頃の取組
について発表を行い、最優秀賞となりました。
　枝肉評価部門では、最優秀賞は逃したものの、
霜降りの評価基準であるＢＭＳで最上級品のＢＭ
Ｓ12、肉質はＡ５ランクと最高の評価を受けました。
　また、第46回毎日農業記録賞で３年の上村実優さ
んの書いた「牛と歩む毎日」が、高校生部門で最高
賞となる優秀賞・中央審査委員長賞を受賞しました。
　上村さんは、非農家で高校入学まで農業の経験
や、牛との関わりはなかったそうです。それでも、
大好きな牛の世話をし、手をかけた分だけ牛が応
えてくれたこと、先生を始め、一緒になって活動
した仲間たちへの感謝などをまとめ、今回の受賞
となりました。
　市来農芸高校の今後ますますの活躍が期待され
ます。
●第２回和牛甲子園
　取組評価部門最優秀賞・枝肉評価部門優良賞
　２年　中野美春
　１年　下茂章彦　上田平夏美　宮下未来
●第46回毎日農業記録賞
　高校生部門　優秀賞・中央審査委員長賞
　３年　上村実優

市来農芸高校　大活躍

　２月６日に桑畑キサエさん（浜町）が、100歳の
誕生日を迎えられました。
　桑畑さんには、市からお祝いの花や記念品など
を贈呈しました。現在、本市の100歳以上の方は25
名（２月６日時点）です。
　いつまでもお元気で長生きしてください。

100歳おめでとうございます。

　２月10日、全国消防団員意見発表会が東京都で
開催され、湊分団に所属する内野里映さんが鹿児
島県代表として出場し、各県代表11名が出場した
中で、見事最優秀賞の栄冠を手にしました。
　この大会は、各地域で活躍する消防団員が、消
防団活動に関する課題等を発表し、消防団活動の
推進・活性化を図るため、全国の都道府県を４年
毎に分けて開催されています。
　内野さんは、発表で「消防団活動に意義を見出
す若者が増えるよう、自分自身も積極的に関わっ
ていきたい」と述べ、「これからも消防団活動を頑
張っていきたい」と意欲的に話しました。
　今後、更なる活躍が期待されます。

全国消防団員意見発表会で最優秀賞

3



　２月３日、第12回いちき串木野市柔道大会が総
合体育館で開催されました。市内外から421名が参
加し、気迫あふれる熱戦が繰り広げられました。
　本市の主な成績は次のとおりです。（敬称略）
●小学生の部
　１年生　　　　１位　堀　　怜央（忠氣道場）
　６年生女子　　３位　中屋穂乃花（忠氣道場）
●中学生の部
　女子48㌔級　　３位　西　麻梨香（忠氣道場）
　男子55㌔級　　３位　久木野隼矢（忠氣道場）
　男子66㌔級　　１位　宮永　凌駕（忠氣道場）
　　　　　　　　３位　松下　　純（忠氣道場）

第12回いちき串木野市柔道大会

　２月16日、いちきアクアホールで「ＪＣ杯いち
きくしきのかるたとり大会」が開催され、48チー
ム約250名が熱戦を繰り広げました。
　大会は市内９校の小学生が学校ごとに分かれた
チーム戦で、まちの自然や歴史、名物などが描か
れた札を取り合います。今回は、昨年新しく完成
した「いちきくしきのかるた」が登場。新しいか
るたにもかかわらず、札が読まれると、元気よく
かるたに飛び込み、勝敗が決まると抱き合ったり、
手で涙を拭うなど、子ども達の一喜一憂する姿が
見られました。
　主催した串木野青年会
議所の國料修兵理事長
は、あいさつの中で、「い
ちきくしきのかるたをと
おして、まちの宝を知
り、未来を担う子ども達
が郷土を好きになってほ
しい」と話しました。

楽しんでまちを知る　かるたとり大会

　２月23日、本市で活動する地域おこし協力隊に
よる「活動報告披露宴」が吹上浜荘で行われました。
　本市には５名の地域おこし協力隊が活動してお
り、移住、観光、食、商店街活性化、健康増進と
それぞれの分野で日々頑張っています。
　それぞれが写真を使ったり、動画を使ったりと
趣向を凝らしての報告となりました。
　会場には市民など約50名が集まり、協力隊の報
告に時には笑い声が上がるなど、和やかな雰囲気
で行われました。

地域おこし協力隊報告会

　３月３日、第23回徐福ロマンロードウオーキン
グ大会が開催されました。
　当日は、３km・７km・10kmの３つのコースに、
子どもから大人まで229名の参加があり、自然を感
じながらウオーキングを楽しみました。
　休憩所やゴールでは、地元有志団体のバナナ、
黒砂糖、ゆで卵等が振る舞われました。会場では
地元特産「仙人みそ」を使ったみそ汁の試飲もあ
り大好評でした。

郷土愛あふれる
「いちきくしきのかるた」

第23回徐福ロマンロードウオーキング大会
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　４月入隊予定者の壮行会が、３月11日に市役所
で開催され、４名のうち３名が出席しました。
　田畑市長や平石市議会議長、自衛隊鹿児島地方
協力本部長らから激励のことばを受け、保護者や
本市自衛隊家族会員など関係者が見守る中、入隊
予定者がそれぞれに力強く抱負を述べました。
　国の安全と世界平和のため、今後の４名の方の
活躍が大いに期待されます。

自衛隊入隊予定者壮行会を開催

　２月10日、総合体育館で第55回市内バドミント
ン大会が開催され、中学生から大人まで98名が参
加し、一緒になって心地よい汗を流しました。
入賞者（敬称略）
●男子
（上級ダブルス）１位　松﨑　元基・長尾　慎二
（中級ダブルス）１位　西　　宙亮・政池　風輝
（初級ダブルス）１位　河野　翔太・塚田　颯翔
●女子
（上級ダブルス）１位　永野　雅子・荒田　美咲
（初級ダブルス）１位　原口　吉子・長尾　恵里
●混合
（上級ダブルス）１位　松﨑　元基・星原　晏奈
（中級ダブルス）１位　入枝　龍聖・井手迫なみ子
（初級ダブルス）１位　塚田　颯翔・寶滿　友稀

　２月16日から20日までの５日間にわたり、第66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日目は本市を通過し、出走する選手へ沿道
から温かい声援が送られました。日置チームは、総
合３位を目指し力走しましたが、総合４位でゴール
となりました。
　また、早春の霧島路を舞台に、第32回鹿児島県
地区対抗女子駅伝競走大会が１月27日に霧島市で
開催されました。日置チームは、３位を目指しま
したが、６位でゴールしました。
　日置チームの今後の更なる活躍を期待します。

駅伝選手の力走に大きな声援

第55回市内バドミントン大会開催

答えはこの広報紙のどこかにあります。

問い：今年も桜の季節が近づいています。さ
て、毎年、桜の開花予想がされていま
すが、予想の対象として使用される桜
はどの種類でしょうか。

①ソメイヨシノ
②ヤエザクラ
③ヒガンザクラ

ノ

ラ
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小林さん。協力隊にな
ろうと決意したのは小
林さんがあの時くれた
桜島小みかん飴がじん
わり優しくてこの人と
仕事がしたいと思った
からです。
 （亀岡美咲）

misaki_kameoka …

　こんにちは。１月の広報紙で「長文は最後です」
みたいなことを言ったのですが、他の協力隊メン
バーが気を遣って「最後の月どうぞ」と言ってくれ
たので、また登場させていただきます。でもホント
に最後です、僕の地域おこし協力隊任期は３月31日、
あと10日ほどで終了します。
　３年間やってきて今一番の感情は『悔しい』です。
それは、移住につなげるため、僕を含め、住んでい
る人が楽しんでいる姿を見せること（それは、冊子
　「ALUHI」を作ったり、人と人がつながる場を作っ
たり）だったわけですが、そうしたことを生業とし
て引き続き継続してやっていけないからです。だか
らといって、市の施策に折り込めることをやってこ
られたわけでもなく、完全に僕だけの力でいちき串
木野市へ移住してきた人もいないので当たり前とい
えば当たり前なのですが、せめて誰かへ引き継ぎた
いという気持ちもあり、正直めちゃくちゃ悔しいで
す。これは完全に僕の力不足によるものなのでまぁ
何も言えませんが。。。
　来年度、市では農村活性化支援員という地域おこ
し協力隊員を募集しています。アイデア次第ではと
ても面白いことができそうなので、どんな人が来て
どんなことをやっていくのか、個人的にとても楽し
みです。次に来る地域おこし協力隊の人も含め、ど
こかの地で地域おこし協力隊として活動を始める
人、今現在活動している協力隊員へ、微力ながら僕
が３年間やってきたアドバイスみたいなものを残せ
ればと思います。
　地域おこし協力隊１年目はとにかくたくさんの人
と会い、悩みを相談できる人、楽しくお酒が飲める
人、厳しくも優しいアドバイスをくれる人、愚痴や
文句を言い合える人、一緒に傷をなめ合える人、と
にかくいろんな人と友達になってください。そして
２年目に入ったら３年後の出口を徹底的にイメージ
して受け入れ側の担当の人ととことん語ってくださ
い。途中で変わってきても構いません、自分と受け
入れ側と双方が納得できる出口を探してください。
３年目は設定した出口へ向かいただひたすらに進む
時間にしてください。ただ、一人で進むのではなく
１年目２年目で出会った、たくさんの人たちに頼り
ながら孤独を感じないように歩いてください。地域
おこし協力隊は途中で潰れて辞めていく隊員も数多
くいます。僕も何度挫折しそうになったことかわか
りません。それでもやってこられたのは、これまで
出会った数多くの人たちに助けられてきたからで
す。人生の中で大きな決心をして遠く離れた地で生
活するのであれば、楽しく過ごさなければ意味がな
いと思うのです。親父の小言みたいですが、地域お
こし協力隊として活動する誰かの役に立ち、また、
協力隊を見守る市民の皆様の心の隅に留め置いてい
ただけたらと思います。
　４月以降もいちき串木野市には力強く頼もしい任
期中の協力隊員がいます。僕は今後、彼らの活動を
バックアップしていけるような立場になれればと
思っています。

vol.35 ickkskn2016 　検索⬅⬅今月のコラムニスト　小林史和

　　

小林さん、何かとお世
話になりありがとうご
ざいました。
更なる活躍を期待して
います。
 （花田直樹）

hanadanaolo …

小林さん！３年間お疲
れ様でした！ありがと
うございました！
＃マイクを握る小林さ
ん＃激レア
 （高嶋直輝）

takatchan_7 …

小林さん、３年間誠に
おつかれさまでした。
協力隊のパイオニアと
して頼りがいあるパイ
センでした。暑苦しく
感じることもあるかと
思いますが（笑）、今後
も仲良くしてください。
 （板垣勝）

gacky0809 …
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　穏やかな日差しを浴びて、
ほんのり温かい…♡そんな
ビニールハウスの中では、
タネ蒔き作業が行われまし
た。ホウレンソウ、水菜に
菜っ葉。おごじょ達も大好
きな葉物野菜です！

　サワーポメロがたわわに実った
「おごじょの木♡」。畑には爽や
かな香りが広がっています。１個
１個、傷をつけないように丁寧
にハサミで収穫します。最初は
慣れない手つきで恐る恐るの収
穫でしたが、慣れてくるとリズ
ム良くテキパキ作業がはかどり
ます♪

　サワーポメロは、収穫した
後、約１か月ほどじっくり寝
かせ、熟して甘くなるのを待
ちます。食べ頃は２月下旬！
何と待ち遠しいことでしょう
…。

　収穫したたくさんのサワーポメロ。「おごじょの
木」を提供してくださった農家さんに感謝するとと
もに、たくさんの実を付けて頑張った「木」を労い
ます(*^_^*)

　カボチャの定植を間近に控
え、トンネル作りの実習。保
温性の高いビニールを張り、
風で飛ばないように紐で押さ
えます。みんなで力を合わせ
何とか完成！きっとカボチャ
も喜んでくれるでしょう♪

　まずは畑の準備。堆肥や肥料を
混ぜて土づくりを行い、畝立てを
していきます。畝が完成したら、
土の表面をきれいに平らにし、タ
ネ蒔きの準備が完了です♪
　最近は、ホウレンソウだけでも
たくさんの品種があり、タネ選び
も楽しみの一つ。小さなタネを手
に取り、「大きくなぁれ♪」と、
こっそり心で唱えながら、丁寧に
蒔いていきます。

　間引いた野菜達は…小さいけれど、とても新鮮で柔
らかい！「お浸し？」「お味噌汁？？」…おごじょ達
の今夜の食卓を美味しく彩ることでしょう(*^_^*)

　約１週間でかわいい芽が
顔を出します。その後も、
ほんのり温かいハウスの中
でスクスク大きくなり、あ
っという間に緑のじゅうた
んに♪おごじょ達は間引き
作業に必死です！

～第 29号～   「蕾（つぼみ）膨らむ」

農政課（☎33-5635）

タネ蒔き作業（１月23日）
ホウレンソウ、水菜、菜っ葉

間引き作業（２月20日）

力を合わせて　～ビニール被覆作業～

爽やかな香りと鮮やかな色に癒されて♡
サワーポメロの収穫作業（２月２日）

干し芋加工研修 in 鹿屋（２月８日）
　鹿屋市にある大隅加工技術研究センターで、
冷風乾燥機セミナーが開催されました。塾生の
有志３名が参加し、県内の研修生と一緒に干し
芋作りを学びました。
　今回使用した芋は、鹿屋産の「紅はるか」。
最新式の農産加工機器に圧倒されながら、「蒸
す→皮を剥く→切る→干す」工程を丁寧に学び
ました。

　農産物は、ひと手間加え
ることで、新たな付加価値
が生まれることも…☆
　常に学ぶ姿勢を忘れず、
チャレンジするおごじょ達
はとても素敵です♡

ほ
ビ
タ
た
菜
き

間

「チャレンジ農業♡おごじょ塾」は第４期生を募集しています！　（詳細は28ページへ）

　「チャレンジ農業♡おごじょ塾」第
３期の閉講式が行われました。これま
で学んだことや、塾生同士のネットワ
ークで膨らんだ「蕾」が、それぞれの
次のステップで大きな花を咲かせるこ
とを期待しています(*^_^*)♪

まず最初は洗浄、
トリミング作業

２日間かけて乾燥機で
乾燥させます

熱心に話を聞くおごじょ達

を
を

タ

も
び
手

に

ポメロは 収穫した

控
保
、
さ
せ
ャ

８日）
ーで、
塾生の
に干し

か」。
、「蒸

まず最初は洗浄、
トリミング作業

「チ レ ジ農業♡おごじ 塾」第

機器に圧倒されながら、
る→干す」工程を丁寧に学び

　農
る
が生
　常
チ
はと２日間かけて乾燥機で

、「蒸
に学びす→皮を剥く→切る

ました。

２
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熱心に話を聞くおごじょ達

る→干す

２ょ達

 卒塾（３月６日）祝
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原子力防災訓練
 まちづくり防災課（☎33-5631）

　川内原子力発電所の事故を想定した原子力防災
訓練が、県、原発周辺９市町村やその他関係機関と
合同で行われました。
　薩摩半島西方沖で震度７の地震が発生し、原子炉
が自動停止、送電線鉄塔の倒壊による外部電源喪
失、放射線物質の漏えいなどの被害が出ることを想
定した訓練を行いました。
　今回の訓練には川南・川北・羽島・土川地区の４
地区のほか、福祉施設や保育園が参加し、防災無線
やエリアメール等での情報を確認しながら、指定の
避難所へ避難しました。
　また、羽島交流センターと土川交流センターで
は、屋内退避に合わせて放射線防護施設可動式防護
壁の使用実習が行われました。参加者は、真剣な表
情で使い方を学びました。

　２月３日、市
民文化センター
で、いちき串木
野市生涯学習大
会が開催されま
した。生涯学習
功労者の表彰や

本市の生涯学習への取組、３つの団体による学習成
果の発表などが行われました。
　また、記念講演として脚本家の中園ミホ氏が「脚
本家の視点から～ドラマの取材を通して思うこと
～」と題して講演し、来場者は熱心に聞き入ってい
ました。

いちき串木野市社会教育関係表彰

生涯学習大会開催
 社会教育課（☎21-5128）

　２月８日と９日に、大阪市北区にある日本一長
い商店街「天神橋筋商店街」で、２回目となる「い
ちき串木野観光物産展」を開催しました。
　市内観光地のＰＲやまぐろ、さつま揚げ、ちりめ
ん、ぽんかんなど特産品の試食・販売を行い、２日
間多くの来場者で賑わいました。
　８日に行った市長のトップセールスと一斉乾杯、
また９日に行った関西いちき串木野会・関西いちき
会の両会長による挨拶と一斉乾杯には、県人会関係
者など多くの方が応援に駆けつけ、訪れた方に本市
の魅力を存分にＰＲしました。

　２月19日から21日、観光情報発信事業「清泉女子
大学リピートいちき串木野編」を実施しました。
　これは、県などの事業で昨年９月に県内各所を訪
れた東京の清泉女子大学の学生に本市を再訪して
もらい、同年代の女性を対象にＳＮＳ等で観光情報
を発信するものです。
　焼酎蔵やさつまあげ工場など食に関する施設を
中心に訪問し、情報発信しました。
　また、19日には市内の観光関係団体関係者等へ観
光提案報告会を開催し、約50名が参加しました。
　活動の様子は、インスタグラム「seisencollege」
フェイスブック「南九州カレッジ」でご覧いただけ
ます。

大阪天神橋筋商店街いちき串木野フェア
 食のまち推進課（☎33-5621）

女子大生が観光情報発信
 観光交流課（☎33-5640）

●社会教育部門
　生福壮友会
●社会教育部門
　 山下二直男さ
ん・妙円園努
さん・冨宿照子さん
●芸術文化部門
　吉留秀俊さん・上迫田千穂子さん
●社会体育部門
　岩村光雄さん・神薗正夫さん・住廣和信さん
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移動図書館車「ゆめはこぶくん」が
市内を巡回します！
 市立図書館（☎33-5655）

シンガポール伊勢丹で
いちき串木野市特産品の販売を実施
 政策課（☎33-5624）

コース 巡回場所（予定時刻）

１コース

荒川小学校 （13:00～13:40）
平江公民館東 （14:30～14:50）
浜ヶ城（旧南商店隣） （15:00～15:20）
塩田団地 （15:30～16:00）

２コース

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）
酔之尾東団地 （15:30～16:00）

３コース

冠岳小学校 （13:10～14:00）
ウッドタウン （14:20～15:00）
酔之尾西（旧潟山アパート駐車場） （15:20～15:40）
ひばりが丘団地 （15:50～16:20）

４コース 羽島中学校 （13:10～13:50）
５コース 羽島小学校 （13:05～13:50）
６コース 生福小学校 （13:15～14:00）

７コース

川上小学校 （13:05～13:50）
中組集落センター （13:55～14:20）
迫公民館 （14:30～14:50）
川南交流センター （15:00～15:20）
市来駅前 （15:30～16:00）

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

９コース 生冠中学校 （13:10～13:50）
麓公民館 （14:10～14:30）

10コース 荒川小学校 （13:00～13:40）
11コース 旭小学校　 （13:10～14:00）
12コース 冠岳小学校 （13:10～14:00）
13コース 羽島小学校 （13:05～13:50）
14コース 生福小学校 （13:15～14:00）

15コース

川上小学校 （13:05～13:50）
恵比須県営住宅 （14:00～14:20）
佐保井住宅 （14:30～14:50）
迫田前県営住宅 （15:00～15:30）
市来駅前 （15:40～16:10）

　２月８日から10日、シンガポール伊勢丹ジュロン
店で、いちき串木野市コーナーを設け、本市の特産
品を販売しました。
　この取組は、昨年10月に４回目の出展をした日本
食見本市「フードジャパン」の後、現地企業のアド
バイスを受けながら商品選定、価格設定等を行い、
契約、販売を目指して進めてきたものです。
　今回は、さつまあげ、鍋つゆの販売を開始するこ
とができました。現地の消費者は、安全で高品質な
日本の農水産物にも高い関心を持っており、今後さ
まざまな商品が販売できるよう展開していきます。

　図書館から遠い地区で
は、次の場所で本の貸し出
しや返却ができます。お気
軽にご利用ください。

　この表は保管してご利用ください。次号からは巡
回日程のみの掲載となり、巡回場所と時間の掲載は
ありません。
　この表は図書館もしくは市のホームページにも
掲載してあります。

日置市 南さつま市

湯之元温泉馬頭観音馬踊り 2019吹上浜砂の祭典 Sand & 
Flower フェスタ in 南さつま

日時 ４月14日（日）
9:00～17:00

日時 ゴールデンステージ
5/1（水）～5/5（日）9:00～21:00
セカンドステージ
5/7（火）～5/26（日）9:00～17:00

場所 日置市東市来町湯之元
温泉街

場所 南さつま市金峰町高橋
砂丘の杜きんぽう内　特設会場

問 ☎099-248-7380
日置市観光協会

問 ☎0993-53-2111
吹上浜砂の祭典実行委員会

内容 春の訪れを告げる湯之元温泉馬頭
観音馬踊り。鈴かけ馬と踊り連が
温泉街を練り歩きます。木市も開催。

内容 ライトアップされた砂像
群を舞台に行う「音と光の
ファンタジー」は必見です。

薩摩半島×観光H
ハ ン ト

UNT　
薩摩半島の５市で構成される薩摩半島観光振興協議会。
行政区を越えた観光情報をお届けします。

南九州市 枕崎市

桜・お花見スポット 枕崎ぶえん鰹スタンプラリー
日時 ３月下旬～４月上旬 日時 3/1（金）～6/2（日）
場所 岩屋公園

知覧平和公園
場所 枕崎市

問 ☎0993-83-2511
南九州市商工観光課

問 ☎0993-78-3500
ぶえん鰹スタンプラリー実行委員会

内容 南九州市内の県内でも有数の
桜の名所では、ライトアップ
が行われ夜桜も楽しめます。

内容 枕崎を食べつくせ！ス
タンプを集めて豪華賞
品を当てよう！
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政策課（☎33－5672）

　市内公立小中学校・高等学校などへ、様々なテーマで男女共同参画についての講座を行いました。

テーマ　「デートDV防止講座」 「人権について」 

参加者の感想と様子について

男女共同参画の気づき

　一番心の中に残
ったの

が、まず自分の気持
ちを大

切にしていないと
相手の

気持ちも大切にで
きない

という事です。

　心に残って
いる言葉は、

「男女共に同
じ扱いを受け

な

ければならな
い」です。男だ

から女だからと
いう固定概念

を捨てていこう
と思います。

　ＤＶは身体的な暴力だけでなく言葉（怒鳴る）や、行動（無視する）などでもＤＶなんだということを初めて知りました。

　親との会話での例えがわかりやすかったです。帰りが遅い時、心配という気持ちが最初に出て
きてるのに、本人を目の前にすると、怒りの感情が心配に勝ってしまい「なんで遅いの！（あなた
が主語）」と怒ってばかりがyouメッセージで、「遅かったから心配したよ（私が主語）」と心配の言
葉をちゃんとかけられるのがⅠメッセージということが知れてよかったです。
　これからは、youメッセージではなくⅠメッセージを大事にし、自分の気持ちをちゃんと言える
ようにしたいと思いました。家族全員がⅠメッセージを使えるようになればいいなと思います。

　人はみんなちがうということと、しらないことを
バカにしないことがわかった。

　私は普段自分の気持ちを言葉にして伝えるという
ことが苦手なので、相手を傷付けたくないから我慢
するのではなく、自分の気持ちをしっかりと伝えて、
相手との信頼関係を築いていきたいと思いました。
そして、相手は相手らしく、自分は自分らしく、しっかり
とⅠメッセージを活用し生きていきたいと思います。

市来農芸高校

串木野中学校

市来中学校

冠岳小学校
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第62回串木野浜競馬大会
 観光交流課（☎33-5640）

　明治維新150周年並びにソラシドエア「いちき串木野号」の就航を記念し、これからの未来を担う青少年（ソ
ラタネ）たちの可能性を引き出すとともに「外を視る」機会を提供するため、市内在住、在校の中高校生を
対象に「10年後の私」と題した作文を募集しました。

１．応募数　220件
２．選　考　大賞１名、準大賞３名
３．結　果
　　【大　賞】池田　唯乃　　　（神村学園高等部３年）
　　【準大賞】今給黎　ちひろ　（串木野高校３年）
　　　　　 　黑木　紗耶　　　（羽島中学校２年）
　　　　　 　鶴田　七虹　　　（神村学園中等部３年）
４．副　賞
　　【大　賞】①鹿児島空港～羽田空港往復航空券１枚（株式会社ソラシドエア）
　　　　　 　②ソラシドエア関連施設見学（東京）
　　【準大賞】ソラシドエアオリジナルグッズ

明治維新150周年記念ソラシドエア「いちき串木野号」就航特別企画
－　羽ばたけ！未来のソラタネたち「10年後の私」－ 観光交流課（☎33-5640）

　４月21日、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だった頃、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62回目を迎えます。半世紀以上にわ
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！

予選
　９：45～11：30
セレモニー・催し物
　11：30～12：30
決勝レース
　12：30～15：00

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。

ウマいよ!!

無料シャトルバス運行
（9:00～16:00頃までピストン運行）
西薩中核工業団地　⇔　会場　⇔　JR串木野駅
　（臨時駐車場）
　※ 当日は、会場周辺駐車場が大変混雑します。西薩中核工業団地の
臨時駐車場をご利用ください。

４月21日（日）４月21日（日）
　照島海岸　照島海岸

9:30～15:009:30～15:00

　　　　　　　　「10年後の私」 池田　唯乃　（神村学園高等部３年）　　
　お客様一人ひとりを笑顔にして、人との出会いを大切にできるキャビンアテンダントになり、世界をより近い
ものにする。これは、私が幼い頃から持ち続けている夢だ。キャビンアテンダントに第一に求められることは、
もちろん乗客全員の安全確保であるが、同じように大切にしたいことが人との関係だ。
　機内という狭い空間、そして限られた短い時間の中で、どれだけ多くのお客様と会話し、笑顔にできるか。私
がこのように考え始めたのには二つのきっかけがある。
　一つ目は、初めて飛行機を利用したときのことだ。機内から降りる際、あるキャビンアテンダントの方が話し
かけてくださったのだ。些細な会話ではあったものの、その方は今でもはっきり覚えているほどの素晴らしい笑
顔で、まさに私がその職業にあこがれ、目指し始めた瞬間だった。
　二つ目は、昨年の夏のことだ。機内で航空関連の雑誌を読んでいると、以前と同じように話しかけてくださっ
たのだ。憧れの存在と話すことができただけでも十分だった私に、就職の際に役立った本などを書いたメッセー
ジカードをくださったのだ。乗客としてはもちろんのこと、キャビンアテンダントを目指す者として、心から嬉
しかった。
　幼い頃からの夢をかなえること、ましてや持ち続けることさえも簡単にできるわけではない。夢に一歩ずつ確
かに近づけるように、まずは目の前にあるもの一つひとつをやり遂げていきたい。
　150年前に薩摩スチューデントが日本から世界へ飛び立ち、今の日本への第一歩を踏み出したように、日本だ
けでなく世界中の人々の笑顔の架け橋となる「ソラタネ」として、未来へ羽ばたきたい。
　10年後の私へ、「夢を叶えて世界を飛び回っていますか？」

大 賞
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　いちき串木野市・サリナス市姉妹
都市協会では、本市の姉妹都市であ
るアメリカ合衆国カリフォルニア州
サリナス市との友好の絆をつなぎ、
また国際感覚豊かな青少年を育成す
るために、中高生の米国派遣、サリ
ナス市の高校生の受入活動を行って
います。
　平成31年度は、サリナス市の高校
生が本市を訪れ、日本家庭でのホー
ムステイを計画しています。次の内
容で受入家庭を募集しますので、ご
応募をお待ちしています。

いちき串木野市の姉妹都市　アメリカ・サリナス市高校生
　　　　　ホームステイ　受入家庭募集 政策課（☎33-5624）

問合せ
いちき串木野市サリナス市姉妹都市協会
　いちき串木野市旭町178番地　（いちき串木野商工会議所内）
　電話 32-2049　　FAX 32-9891

●滞在期間　７月９日（火）～16日（火）　７泊８日（予定）
●訪 問 者　高校生10名（男子１名、女子９名）、引率者２名
●募集家庭　いちき串木野市及び近郊にお住まいの方　　10家庭程度
●申込期限　５月10日（金）（定員になり次第締切）
●申込方法　申込用紙を協会事務局へ提出
　　　　　　※申込用紙は協会事務局に用意してあります。

★滞在中の主な日程について
　平日の日中は協会のスタッフ随行のもと、地元高校生との交流やいち
き串木野市内での視察研修等を行います。また、協会主催の歓迎会や“串
木野さのさ祭り”の市中流し踊りに参加します。

★受入家庭の対応について
　①平日夕刻以降と土曜・日曜を対応いただきます。
　②平日は市内の所定の場所へ高校生の送迎をお願いします。
　③ 特別なもてなしは必要ありません。「家族の一員」として接してくだ
さい。

　※ 滞在中のスケジュール等詳細については、定期的にスタッフから連
絡します。

　※６月下旬に受入家庭を対象とした説明会を開催予定。

★必要に応じて協会スタッフが受入家庭をサポートします。
 　前回の受入家庭より「話ができなくても、楽しく過ごせるので気楽に
受け入れられる」とのご意見もありました。
　ご不明な点がありましたら、お気軽に協会事務局までお問い合わせく
ださい。

2017年米国派遣生受入時市民文化センター前の米国集団移住碑の前にて
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　４月から隔月検針（２か月に１回の検針）への移行に伴い、「上下水道使用量等のお知らせ（お知らせ票）」
が次のように変更になります。

上下水道使用量等のお知らせ（お知らせ票）が変わります
 上下水道課（☎21-5155）

上下水道使用量等のお知らせ
いちき串木野市昭和通133番地1
　　　　　イチキクシキノシヤクショ 様
検針日　　△△　○○　年　7 月 6 日

使用期間 5 月 6 日　　～　　7 月 6 日
水　道　番　号 検　　針　　番　　号
99999-9 3 -00023-000020-000
口　径 メーター番号 検　　針　　員
013 9999999 □□□

メーター種別 水道メーター
今回指針 145 ㎥ ㎥
前回指針 （－） 100 ㎥ （－） ㎥
旧メーター水量 （＋） ㎥ （＋） ㎥
水量合計 45 ㎥ ㎥
備　　考

請求月分 ○○年　7月分 ○○年　8月分
水　　量 23 ㎥ 22 ㎥
前年同月水量 24 ㎥ 23 ㎥
水道料金 2,810 円 2,665 円
汚 水 量 23 ㎥ 22 ㎥
下水道使用料 2,603 円 2,485 円
請求予定額 5,413 円 5,150 円
振替予定日 7月25日 8月26日

口　座　振　替　領　収　書
請求月分 ○○年　5月分 ○○年　6月分
水道料金 2,665 円 2,520 円
下水道使用料 2,485 円 2,366 円
合計金額 5,150 円 4,886 円
振 替 日 5月27日 6月25日

①【使用期間】
　 前回検針日から今回検針日までの期間です。

②【検針番号】
　 最初の数字が
　「２」の場合、偶数月に検針する地区
　 「３」の場合、奇数月に検針する地区

となります。

③【水量合計】
　 前回検針日から今回検針日までの使用水量です。
（２か月分）

④【請求予定額等】
　 水量合計を２等分した水量及び汚水量（端数は
検針月に加算）から水道料金、下水道使用料を
算定し、検針月及び検針月の翌月に分けて請求
します。（毎月請求）

⑤【口座振替領収書】
　 ２か月分を記載します。毎月、通帳で確認して
ください。（収納方法が口座振替の方のみ）

※ 下水道区域外については、水道料金のみ
表示されます。
※ 平成31年４月の検針（偶数月地区）に限り、
お知らせ票が１か月分の表示になります
のでご注意ください。

①①

③③

②②

④④

⑤⑤

漏水の確認について
　２か月に１回の検針となりますので、定期的に水道メーターを確認し、
漏水の早期発見に努めてください。
【確認方法】　
　家中の蛇口をすべて閉めて、水道メーターのパイロットマークを見てく
ださい。パイロットマークが回転している場合は、敷地内のどこかで漏水
している可能性がありますので、早急に指定業者に原因調査、修理を依頼
してください。
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春は何かを始めるにはいい季節です。学びをとおして仲間づくりや自分磨きをしてみませんか。

～学びあい　ともに輝く人生を～　　　　　　生涯学習講座生募集及び　　　　

1　生涯学習講座

①郷土の歴史と文化を学ぶ講座
郷土の歴史と文化についての学
習や史跡めぐり
定員　25名
場所　中央公民館
第１金曜　9:30～11:30
全10回　6/7開講

②食のまちクッキング
郷土料理・季節の料理・ヘルシー
料理など食について学ぶ
定員　20名
場所　中央公民館
第４木曜　9:30～11:30
全10回　5/23開講

③歌って元気！講座
懐メロ・演歌・唱歌などをみんな
で歌う、心と体の健康作り講座
定員　50名
場所　市来地域公民館
第４月曜　13:30～15:00
全10回　4/22開講

④きらきらアート教室
花雑貨・飾り絵などの作品作り
定員　15名
場所　中央公民館
第２金曜　19:00～20:30
全10回　5/10開講

⑤アロマテラピー教室
香りを楽しみ、心身の健康や美
容に生かせる品物作り
定員　15名
場所　中央公民館
第３木曜　19:30～20:30
全10回　5/16開講

⑥ベネチアンガラス教室
ベネチアンガラスを使うアクセ
サリーや生活雑貨作り
定員　15名
場所　中央公民館
第１月曜　10:30～12:00
全10回　6/3開講

⑦楽しい園芸教室
庭木の整枝や園芸などの基礎講
座、実習有
定員　20名
場所　市来地域公民館
第３木曜　9:00～11:00
全10回　5/16開講

⑧切り絵教室
アートナイフで模様を切って作
る切り絵の作品作り
定員　15名
場所　中央公民館
第１・３火曜　19:30～21:00
全10回　6/4開講

⑨心を詠おう短歌講座
身の周りの出来事や家族への愛
情など思いを短歌で表現
定員　15名
場所　中央公民館
月１回土曜　9:30～11:30
全10回　5/11開講

※材料代等は自己負担となります。
※定員を大幅に割り込む場合は開設しない場合があります。　
※短期講座の募集は、随時「広報いちき串木野」に掲載します。
●申込方法　このページの申込書を４月10日（水）までに提出してください。
　・提出先…社会教育課・中央公民館・いちきアクアホール
　・ＦＡＸ 36-5044（社会教育課）または市のホームページからも申込可
　・受講者決定は申込者全員へ連絡します。定員を超えた場合は、初心者を優先または抽選で決定します。
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平成31年度　生涯学習講座・いきいき大学申込書　申込期限は４月10日（水）です。
（フリガナ）
氏　　　名 住　所　（〒　　　　　　　　　） 公民館名 年齢 連絡先電話番号

（　　　　　　　　　　） いちき串木野市

講座番号 受講希望講座名またはいきいき大学名 これまでの
受講回数

○ 　今後、開設を希望する講座がありましたら、
次に記入してください。

　　　いきいき大学参加のご案内 社会教育課（☎21-5128）

大学名 開講場所 開講予定日
冠岳　いきいき大学 冠岳交流センター 毎月５日　前後
生福　いきいき大学 生福交流センター  〃 10日　 〃
上名　いきいき大学 上名交流センター  〃 18日　 〃
中央　いきいき大学 市民文化センター  〃 25日　 〃
照島　いきいき大学 照島交流センター  〃 30日　 〃
旭　　いきいき大学 旭　交流センター  〃 12日　 〃
荒川　いきいき大学 荒川交流センター  〃 ３日　 〃
羽島　いきいき大学 羽島交流センター  〃 17日　 〃
土川　いきいき大学 土川交流センター 隔月17日　 〃

市来　いきいき大学
（湊・川南・川北） 市来地域公民館 毎月24日　 〃

川上　いきいき大学 川上小学校多目的ホール  〃 22日　 〃

2　誰でも参加できる　いきいき大学　（旧高齢・ときわ大学）　高齢者元気度アップ・ポイント事業

（切り取り線）

●開 講 日　５月（翌年３月まで11回）
●学習内容　生きがいづくりや健康づくり、一般教養など１時間程度
　　　　　　参考：平成30年度の講座内容
　　　　　　 健康体操教室、鹿児島と宇宙、音楽で脳活、訪問看護について、奄美島唄・三味線、懐かしの

そろばん入門、飾り絵、元気ハツラツ生き生きと、幸せに生きる道、スローエアロビック、折
り紙講座、相続・遺言について　など

●申込方法　 いきいき大学（旧高齢・ときわ大学）に初めて申し込む方は、社会教育課・中央公民館・アク
アホールへ申込書を提出してください。年齢は問いません。60歳前半の方も受講しています。

●問 合 せ　社会教育課　
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平成31年度　いちき串木野市スポーツカレンダー
市 内 社 会 体 育 施 設 関 係　　※総合体育館関係は別掲

月 日 曜 大　　会　　（行　　事）　　名 会　場 月 日 曜 大　　会　　（行　　事）　　名 会　場

４

６ 土 第20回市合気道演武会 串中
９
22 日 第67回串木野弓道大会 串木野弓道場

７ 日 第33回串木野テニスダブルス大会 市庭球場 26 木 日置地区秋季交流グラウンドゴルフ大会 多目的Ｇ
14 日 第22回さくら祭りねんりんピック弓道大会 市来弓道場 29 日 第５回海童旗争奪ソフトボール大会 多Ｇ・市来運動場
15 月 市春季ゲートボール大会 秀栄ドーム

10

6 日 第11回連盟旗争奪軟式野球大会 多目的Ｇ
27 土 南九州地区高等学校ソフトテニス大会（～30日） 市庭球場 13 日 第14回市民体育大会 多目的Ｇ
29 月 春季南薩地区少年サッカー大会（～30日） 多目的G 16 水 市小学校陸上記録会 多目的Ｇ

５

１ 水 市ソフトボールスポーツ少年団新人戦 多目的Ｇ
19 土

第42回Ｂ＆Ｇ杯少年剣道錬成大会 Ｂ＆Ｇ

12 日
第１回市アーチェリー大会 市来運動場 第40回市秋季親善グラウンドゴルフ大会 多目的Ｇ
第７回中央地区まちづくり協議会グラウンドゴルフ大会 多目的Ｇ

20 日
身体障害者協会運動会 串体セ

14 火 第50回公民館対抗ベストメンバーバレーボール大会（～18日）市来体育館 第11回照島地区パークゴルフ大会 パークゴルフ場
18 土 第39回市春季交流グラウンドゴルフ大会 多目的Ｇ 第32回秋季九州南部地区連盟大会　少年野球（27日）多Ｇ・市来運動場

19 日
第74回春季職域ソフトボール大会 多Ｇ・市来運動場

11

３ 日
第39回和田杯テニストーナメント 市庭球場

第43回市内ソフトテニス大会 市庭球場 第９回汐見旗争奪ソフトボール大会 多目的Ｇ
第32回Ｂ＆Ｇ杯女性ミニバレーボール大会 Ｂ＆Ｇ ４ 月 第32回中学１年生大会　野球 多目的Ｇ

21 火 日置地区レディース交流グラウンドゴルフ大会 多目的Ｇ ５ 火 第10回高齢者クラブパークゴルフ大会 パークゴルフ場
23 木 すこやかおせんしのグラウンドゴルフ大会 多目的G ９ 土 生冠中学校創立記念校内ロードレース大会 多目的Ｇ

26 日
南日本カップ社会人サッカーリーグ 多目的Ｇ

10 日

第28回焼肉なべしま杯大会　少年野球 多Ｇ・市来運動場
第42回照島地区グラウンドゴルフ大会 長崎鼻ソ場 市ソフトボールスポーツ少年団本部旗 川北スポーツ公園
第12回いちきウオーキング大会 市来海岸 第２回市来空手道大会 市来武道館

下旬 第29回さのさゲートボール鹿児島県大会 多目的Ｇ 第24回Ｂ＆Ｇ杯少年柔道錬成大会 Ｂ＆Ｇ

６

２ 日
第32回夏季九州選手権南部連盟予選大会　少年野球（９日） 多目的Ｇ 第44回照島地区グラウンドゴルフ大会 長崎鼻ソ場
第16回太極拳連盟上海倶楽部発表会 串体セ 第30回日置地区争奪戦ママさんバレーボール大会 市来体育館

16 日
第14回市長旗争奪軟式野球大会 多目的Ｇ 11 月 市秋季ゲートボール大会 秀栄ドーム
第７回中央地区まちづくり協議会混成ミニバレーボール大会 Ｂ＆Ｇ

17 日
南日本カップ社会人サッカーリーグ 多目的Ｇ

17 月 市ゲートボール選手権大会 秀栄ドーム 第45回シーサイドソフトテニス大会 市庭球場
29 土 第14回ナイター陸上選手権大会 生冠中

24 日
第14回市地区対抗駅伝競走大会 新港周辺

７

７ 日
第39回日置地区親睦ママさんバレーボール大会 市来体育館 第12回さのさ銃剣道大会 市来武道館
第43回照島地区グラウンドゴルフ大会 長崎鼻ソ場 第39回秋季職域ソフトボール大会 多Ｇ・市来運動場
第４回小学６年生オールスター戦　少年野球 多目的Ｇ

12

８ 日
第22回れいめいウオーク羽島・土川大会 羽島地区

14 日 第14回会長旗争奪軟式野球大会 多目的Ｇ 南日本カップ社会人サッカーリーグ 多目的Ｇ
15 月 第８回親子サーフィン教室 照島海岸 ９ 月 市打納めゲートボール大会 秀栄ドーム
18 木 第11回市グラウンドゴルフ交歓大会 多目的Ｇ

15 日
第14回市ロードレース大会 新港周辺

20 土 プール開き（長崎鼻プール・市民プール） 長崎プ・市民プ 平成31年度市来地域弓道大会 市来弓道場
21 日 第47回県小学生相撲選手権大会 相撲競技場 21 土 第８回ミトン杯サッカー大会（～22日） 多目的Ｇ

24 水
市小学校水泳記録会 串小プール

１

６ 月 市打初めゲートボール大会 秀栄ドーム
Ｂ＆Ｇ海洋スポーツ教室開講式 Ｂ＆Ｇ艇庫 11 土 第８回新春ソフトテニス打初め大会 市庭球場

26 金 第39回生福地区ナイターソフトボール大会(～27日) 多目的Ｇ 12 日 いちきソフトボール大会 市来運動場
28 日 第14回市水泳選手権大会 串西中

19 日
第22回元気な街づくりウオーキング大会 野平・荒川

８

４ 日
照島地区小中学生球技大会 串体セ 第25回市サッカー選手権大会（２月16日） 多目的Ｇ
南日本カップ社会人サッカーリーグ 多目的Ｇ

２
９ 日 日置地区ソフトボールスポーツ少年団送別大会 多目的Ｇ

11 日 第19回ＳＥＮＫＯ－ＣＵＰ中・高サッカー大会（～12日） 多目的Ｇ 23 日 市ソフトボールスポーツ少年団送別大会 多目的Ｇ
17 土 第32回全九州鹿児島大会　少年野球（～19日） 多Ｇ・市来運動場

３

１ 日
第24回徐福ロマンロードウオーキング大会 冠岳・生福

19 月 第35回市長旗争奪ナイターソフトボール大会（～30日）※土日は除く 多目的Ｇ 第33回春季九州選手権南部連盟予選大会　少年野球 多目的Ｇ
24 土 第27回若鷲旗争奪ソフトボール大会（～25日） 多目的Ｇ ７ 土 第35回串木野さのさ杯サッカー大会（～８日） 多Ｇ・市来運動場

９

１ 日
第14回市剣道選手権大会 串小体育館 ８ 日 第34回木場彦杯家庭婦人バレーボール大会 市来体育館
市ソフトボールスポーツ少年団秋季大会 多目的Ｇ

15 日
第21回市来桜サッカー大会 多目的Ｇ

第12回Ｂ＆Ｇ杯パークゴルフ大会 パークゴルフ場 市レクリエーションダンス発表会 アクアホール

７ 土
第２回南九州少年サッカー大会U-11（～８日）多目的Ｇ 27 金 Ｂ＆Ｇ水辺の安全教室 Ｂ＆Ｇ艇庫
第12回市長杯パークゴルフ大会 パークゴルフ場 28 土 第33回春季九州選手権大会　少年野球（～29日） 多目的Ｇ

８ 日
第14回いちき串木野市民ゴルフ大会 入来城山ゴルフ倶楽部
第36回宮之原杯中学校新人ソフトテニス大会 市庭球場

14 土 県板金塗装工業協同組合ソフトボール大会 多目的Ｇ
15 日 第31回フレッシュリーグ・ジュニア大会(～16日) 多目的Ｇ
17 火 第40回公民館対抗壮年バレーボール大会(～21日) 市来体育館
18 水 第11回高齢者クラブグラウンドゴルフ大会 多目的Ｇ
21 土 第５回市長旗争奪公民館対抗グラウンドゴルフ大会 多目的Ｇ

市民スポーツ課及びスポーツ推進委員は、皆さまの市民スポーツ課及びスポーツ推進委員は、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・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、県とともに仲間つくりを支援・応援するため、県とともに
「マイライフ・マイスポーツ運動」「マイライフ・マイスポーツ運動」
を推進しています。を推進しています。

★紙面の都合により掲載していない行事等もあります。
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～人が輝き　文化の薫る　世界に拓かれたまち～ 市民スポーツ課（☎21-5129）

総 合 体 育 館 関 係
月 日 曜 大　　会　　（行　　事）　　名

４
6 土 南九州４県対抗県予選バスケットボール大会（13・14日）
20 土 全九州バレーボール総合選手権選考会（～21日）

５

3 金 小学校さざなみバレーボール大会（～５日）
8 水 日置地区高体連体育大会バドミントン大会
12 日 県中学校剣道大会
18 土 第65回県中学校春季卓球大会（～19日）
25 土 第45回県中学校バレーボール大会（～26日）

６

2 日 第35回市空手道選手権大会
11 火 日置地区中学校総合体育大会バスケットボール競技（～12日）
15 土 全日本選手権県バスケットボール大会県予備予選会（～16日）
22 土 全日本小学生バレーボール大会県予選大会（～23日）
30 日 少林寺拳法鹿児島県大会

７

7 日 県民体育大会  日置地区予選会（14日）
15 月 ソフトバレーボール夏季大会
20 土 県小学生バレーボール夏季大会（～21日）
28 日 全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会（～30日）

８

３ 土 第51回県少年剣道錬成大会
4 日 県市町村対抗剣道大会
11 日 第49回市内卓球大会
18 日 九州・山口クラブカップ選手権大会バレーボール
20 火 県下中学・高校・成年男子バレーボール大会（～22日）
23 金 全九州小学生バレーボール大会（～24日）
30 金 第24回全九州小学生卓球大会（～９月１日）

９

15 日 県民体育大会  剣道競技
21 土 天皇杯皇后杯全日本バレーボール選手権大会九州ブロックラウンド（～23日）
26 木 日置地区高体連体育大会バドミントン大会
27 金 すこやかおせんしのスポーツ大会

10
9 水 日置地区中学校新人体育大会バスケットボール競技（～10日）
20 日 第５回日置地区いそじ・ことぶきママさんバレーボール大会
26 土 中学校さざなみバレーボール大会（～27日）

11

2 土 第30回ＶＩＣＴＡＳ杯県下小中学生卓球大会（～３日）
10 日 県高等学校勝抜き剣道大会
16 土 全国選抜バスケットボール大会県予選（～17日）
23 土 全九州卓球選手権大会中学生の部県予選会（～24日）
30 土 第16回浜野食品杯さのさ旗争奪小学生バレーボール大会

12

1 日 第21回串木野ライオンズクラブドッジボール大会
7 土 県総合卓球選手権大会（～８日）
15 日 県中学校新人剣道大会
22 日 第39回西薩地区中学校バレーボール大会

１

12 日 第４回串木野ウインターカップバスケットボール大会（～13日）
18 土 第61回県中学校新人卓球大会兼全国選抜卓球大会県予選（～19日）
25 土 県中学生新人バスケットボール大会
26 日 第56回市内バドミントン大会

２

1 土 県小学生バレーボール大会送別大会
2 日 第13回市柔道大会
9 日 創立45周年はまゆうバレーボール大会
15 土 桜島杯九州車いすバスケットボール大会（～16日）
22 土 南九州バスケットボール選手権大会（～24日）

３
1 日 第３回日置地区ミニバスケットボール交歓大会
7 土 県小学生バレーボール大会新人大会（～８日）
14 土 鹿児島センターブロックリーグミニバスケットボール大会（～15日）

問合せ
◆市民スポーツ課（市来庁舎） ☎21-5129

◆総合体育館 ☎32-8588
　休館日…月曜日、12/29 ～翌年1/3
　（月曜日が休日の場合は、その日後最も近い休日でない日）

◆多目的グラウンド・庭球場・市来運動場 ☎33-2788
　休場日…12/29～翌年1/3

◆串木野体育センター・長崎鼻ソフトボール場 ☎32-1899
　休館日…月曜日、12/29 ～翌年1/3

◆市来体育館・市来武道館・市民プール ☎36-2881
　（川北スポーツ公園・秀栄ドーム）
　休館日…月曜日、12/29～翌年1/3

◆Ｂ＆Ｇ海洋センター ☎32-8994
　（体育館・武道館・艇庫・プール）
　休館日…月曜日、12/29 ～翌年1/3

◆いちき串木野パークゴルフ場 ☎32-8118
　休場日…12/31～翌年1/1

主な社会体育施設
◆市総合体育館（バレーボール４面、バスケットボール３面）
◆市庭球場（コート８面、内４面夜間照明施設）
◆旭運動広場
◆多目的グラウンド
　（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（野球１面、ソフトボール２面）
◆市来体育館
　（バレーボール３面、バスケットボール２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（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）、プール、艇庫
◆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
　（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）

※ ニュースポーツの貸し出しについては、総合体育館・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、事前に各施
設にお問い合わせください。
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