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新年のごあいさつ

いちき串木野市長

田 畑 誠 一

新年あけましておめでとうございます
　市民の皆様におかれましては、健やかに輝

かしい希望に満ちた新年を迎えられたこと

と、心からお慶び申し上げます。

　また平素より、市政に対し深いご理解とご

支援、ご協力を賜っておりますことに対し、

年頭にあたり厚くお礼申し上げます。新年を

迎え、愛する郷土"いちき串木野"を、未来に

誇りをもって引き継ぐことができるよう、一

段の躍進を期して、市政発展に邁進すること

をお誓い申し上げます。

■昨年を振り返って　　　　　　　　

　昨年は、７月の西日本豪雨災害など大きな

自然災害が相次ぎ、日本列島に甚大な被害を

もたらしました。改めて災害の恐ろしさを痛

感した次第であり、本市におきましても更な

る危機管理意識と体制強化の必要性を再認識

したところです。

　本市の出来事を振り返りますと、１月に

は、2020年に本県で開催されます「第75回国

民体育大会」及び「第20回全国障害者スポー

ツ大会」に向けた市の実行委員会を設立し、

準備がスタートしました。

　２月には、薩摩金山蔵のトロッコ列車が30

年ぶりにリニューアルしました。坑道跡を走

る観光トロッコ列車としては日本で最長の700

メートルであり、引き続き地域の観光振興を

牽引していただきたいと思います。

かごしま国体・かごしま大会をPR
（市民体育大会）
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　３月には、一般廃棄物管理型最終処分場が

完成しました。今後も環境にやさしい循環型

社会を目指していきますので、施設の安定運

用のため、ごみの減量化とリサイクルの推進

に一層のご協力をお願いします。

　また、湊町にある大正５年建築の市来大迫

家住宅が、国の登録有形文化財（建造物）に

指定されました。昭和16年に竹田宮恒徳王殿

下がご宿泊された由緒ある建造物です。

　４月には、明治維新150周年にあたり、薩摩

藩英国留学生をモチーフにした石彫レリーフ

が留学生記念館横の壁面に寄贈されました。

本市羽島出身で寄贈者の西中浩二さんの「若

者が将来留学生たちのように世界に羽ばたい

ていく道標になってほしい」との思いが込め

られています。

　５月には、芹ヶ野地区を中心に金山史跡を

顕彰する金山史跡説明板が６か所に設置され

ました。三井串木野鉱山株式会社が「郷土学

習の助けになれば」と地域貢献活動の一環と

して寄贈されたものです。

　６月には、串木野青年会議所の皆さんが

「いちきくしきのかるた」を新たに作成され

ました。読み句を募集し、すべての絵を本市

の切絵師、青木文明さんが手がけられたもの

で、地元愛に満ちたものとなっています。

　７月には、新たに「女性委員会」を立ち上

げました。市政に女性の声を幅広く反映させ

るため、43人の委員により活発な意見交換を

行っていただいています。

　８月には、結婚を希望する独身男女の出会

いをお手伝いする「縁結び隊」が発足しまし

た。７人の隊員の方々が、出会いから結婚ま

でサポートを行うこととして積極的に活動さ

れています。

　９月には、ソラシドエア社が行う地域振興

プロジェクトの一環として、ラッピング飛行

機「うんまか！つけあげ　いちき串木野号」

出会いをサポート　縁結び隊発足女性の声を社会へ　女性委員会

3



ブランド確立へ　サワーポメロPR・消費拡大プロジェクト
（サワーポメロスイーツ試食会の様子）

が就航しました。今年８月まで九州と羽田・

沖縄を結ぶ10路線で空から本市をPRします。

　また、「いちき串木野WBSフェスティバ

ル」を串木野庁舎前で初めて開催しました。

ゆかりのある先人たちに思いをはせ、本市の

食と酒を楽しんでもらいました。

　10月には、第69回日本学校農業クラブ全国

大会が鹿児島で開催され、県大会・九州大会

で最優秀賞を獲得した市来農芸高校が出場

し、見事に２部門で優秀賞を獲得しました。

プロジェクト部門のメンバーは、11月に開催

された「バイオ甲子園」でも最優秀賞を獲得

され、今後ますますの活躍が期待されます。

　11月には、地かえて祭りが新会場で開催さ

れ、２日間で約７万８千人の方々にお越しい

ただきました。会場では、サワーポメロのPR

と消費拡大に向けたプロジェクトの一環とし

て、来場者投票によりサワーポメロのブラン

ドロゴマークが決定しました。

　12月には、「第８回日本タウン誌・フリー

ペーパー大賞2018」で、地域おこし協力隊の

小林史和さんが作成した「ALUHI」がリー

ダーストア賞の最優秀賞、自治体PR部門では

優秀賞を受賞しました。地域とコーヒーのか

かわりにスポットをあて、本市を県内外に大

いにPRしてくれています。

　さらに、12月23日に京都市で開催された女

子の第30回全国高校駅伝において、鹿児島県

の代表である神村学園が悲願の初優勝を飾

り、市民に大きな感動と勇気を与えてくれま

した。

　こうして振り返りますと、市民の皆様の

「まち」への想いと行動が、人をつなぎ、地

域を支えていることを実感する一年であった

と思います。

　「まち」というのは生き物であり、みんな

のために行動する「人」の活力が、生命力み

なぎる「まち」をつくるものです。この地に

ある素晴らしい自然環境や人のつながり、先

人が築いてきた地域の伝統、文化など価値あ

る貴重な資源や特性に磨きをかけ、地域の一

体的な発展を目指していきたいと考えており

ます。

■新年を迎えて　　　　　　　　　　

　平成31年を迎えました。歴史的な節目であ

る皇位継承、まさに歴史の転換点にあって、

その先の時代に向かって歩みを進める時であ

ア　ル　ヒ
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ります。

　本市は、昨年11月末の住民基本台帳人口が

２万８千人余りとなっており、人口減少を少

しでもくい止めるため、「まち・ひと・しご

と総合戦略」に基づき各種施策を実施してお

りますが、今後も危機感をもって、しっかり

と取り組む必要があります。

　とりわけ、少子化対策、子育て支援が重要課

題であります。昨年、幼稚園、保育園の無料化

を、まずは第２子以降の３歳から５歳児につい

てスタートさせたところであり、今後も国の施

策と連携しながら実施していきます。

　学校等へのエアコン設置については、昨年

の中学校・幼稚園に続き、小学校の普通教室

で実施します。また、いちき串木野電力で

は、２歳児未満の子どもがいる世帯の基本料

金を２年間無料とする「はぐくみ応援プラ

ン」で、子育てを支援していきます。

　その一方で、縮小していく社会に対応すべ

く、現在実施している事業の見直しを行い、

効果の薄いものについてはそのあり方を再考

すべき時でもあります。大きな時代の流れを

的確に捉え、身の丈にあった「いちき串木野

市」の行財政運営を確実に実行していかなけ

ればなりません。

　また、行政への需要が広範かつ多様化して

いる中で、従来の「縦割り」で解決すること

はむしろ少ないのかもしれません。様々な分

野における官民協力や地域間連携、政策間連

携を図り、「地域の総合力」を最大限に発揮

させることで、持続可能なまちの創造へつな

げていく必要があります。

　誰もが健康で心豊かな生活が送れ、時代を

担う子どもたちのために、夢と希望に満ちた

いちき串木野市のまちづくりを市民の皆様と

ともに進めてまいります。

　歴史に残る明治維新150周年という節目を起

点として、近代日本の礎を築いた勇敢な先人た

ちに思いをはせ、強い情熱とチャレンジ精神を

持って、わがまち・いちき串木野の輝かしい次

の時代の扉をともに開いていきましょう。

　市民の皆様には一層のご理解とご協力をお

願い申し上げますとともに、本年が皆様に

とって幸多き素晴らしい年となりますことを

心より祈念いたしまして、新年のあいさつと

いたします。
地域電力普及へ　公民館説明会
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　糖尿病予防の基本は毎日の食事にあります。
糖尿病が少し気になる早めの時期から食事につい
て学んでみませんか。
●日　　時　１月23日（水）９：30～13：00
●場　　所　串木野健康増進センター
●内　　容　管理栄養士による講話
　　　　　　昼食バイキング
　※ いつも使用しているご飯茶わんと筆記用具を
持参してください。

●対 象 者　 健診等の血液検査でHbA1cの値が
5.6％以上6.5％未満で服薬していな
い方またはその家族

●参 加 費　無料
●定　　員　先着20名
●申込締切　１月16日（水）
●申込・問合せ　串木野健康増進センター

食べて学ぶ～糖尿病予防教室を開催
串木野健康増進センター（☎33-3450）

　市学校給食会では、平成31年度給食用物資の納
入を希望する事業者の指定願申請を受け付けます。
●受付期間　１月18日（金）～１月31日（木）
●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 引き続き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市税を納期到来分まで完納していること
　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。引き続き希望
する事業者も新たに申請が必要です。
●問 合 せ　串木野学校給食センター ☎33-0239
　　　　　　市来学校給食センター ☎36-2142

平成31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）

　「110番」は、あなたの身近で事件・事故が発
生した場合等の緊急電話です。警察官の現場到着
や必要な事件手配をするため、早く、正確な情報
が必要です。通報する際は、落ち着いて話してく
ださい。
※ 悩みごと・心配ごと・各種照会は、いちき串木
野警察署（☎33-0110）または（♯9110）を
ご利用ください。

１月10日は「110番」の日
まちづくり防災課（☎33-5631）

　総合体育館トレーニングルームで、希望する方
に健康運動指導士がトレーニングマシンの使い方
を説明します。各マシンは重さ・スピードの調整
が簡単にでき、体力に合わせ安全に効果的にト
レーニングが行えます。
　事前受付はいりません。次の日時に総合体育館
トレーニングルームにお越しください。
●期間　１月17日～２月７日の毎週木曜日　全４回
●時間　13：00～17：00
　　　　18：00～21：00
●費用　トレーニングルーム利用料　１時間100円
※ 動きやすい服装で室内用シューズをお持ちくだ
さい。

地域おこし協力隊の
トレーニングマシンで健康・体力づくり

串木野健康増進センター（☎33-3450）

　20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入するこ
とが義務付けられています。20歳になったら、忘
れずに国民年金の加入手続きをしましょう！
国民年金のポイント
●将来の大きな支えになります
　 　国が責任をもって運営するため安定してお
り、年金の給付は生涯にわたって保障されます。
●老後のためだけのものではありません
　 　国民年金には、老齢年金のほか、障害年金や
遺族年金もあります。障害年金は、病気やケガ
で障害が残ったときに受け取れます。遺族年金
は、加入者が死亡した場合、その加入者により
生計を維持されていた遺族（「子のある配偶者」
や「子」）が受け取れます。
毎月納められない・・・そんなときは
●「学生納付特例制度」
　 　学生で、本人の所得が一定額以下の場合、国
民年金保険料の納付が猶予される制度です。
●「免除制度」
　 　本人・配偶者・世帯主のそれぞれの所得が一
定額以下の場合や、失業等の理由がある場合に、
国民年金保険料の納付が全額または一部（４分
の３、半額、４分の１）免除される制度です。
●「納付猶予制度」
　 　学生でない50歳未満の方で、本人及び配偶者
の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料
の納付が猶予される制度です。
●手続き・問合せ・市民課または市来庁舎市民課
　　　　　　　　・川内年金事務所　☎22-5276

～新成人のみなさんへ～
20歳になったら国民年金

市民課（☎33-5612）市来庁舎市民課（☎21-5114）
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　串木野海上保安部、いちき串木野警察署等によ
る「串木野港テロ対処合同訓練」を実施します。
　当日は、救急車等がサイレンを鳴らして走行し
ますので、事故等と間違わないようお願いします。
●日　時　１月10日（木）10：50～13：00
●場　所　串木野港フェリーニューこしき専用岸壁
　　　　　及び同ターミナル
●問合せ　串木野海上保安部　☎32-3592

串木野港テロ対処合同訓練について
まちづくり防災課（☎33-5631）

　法人または個人が家屋の屋根・土地等に設置し
た太陽光発電システムは、償却資産として固定資
産税が課税される場合があります。
　１月１日（賦課期日）現在で当該設備がある方
は、次の表で確認し、１月末日までに償却資産の
申告をしてください。

※ パネルが家屋と一体となっている（建材型パネ
ル）場合、家屋として課税されるため申告の必
要はありません。詳しくはお問い合わせくださ
い。
●問合せ　税務課固定資産税係

発電量が
10kw以上

発電量が
10kw未満

個人（住宅用）

余剰買取又は
全量買取を電
力会社と契約
している場合、
申告が必要

申告は不要

個人（事業用） 申告が必要

法人（事業用） 申告が必要

太陽光発電システムに対する
課税について

税務課（☎33-5617）

　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20万円以下の場合は、所得税の確定申告をす
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、確定申告をする必要があります。
　詳しくは、国税庁ホームページをご覧になるか、
伊集院税務署へご相談ください。
●問合せ　伊集院税務署
　　　　　☎099-273-2541（自動音声案内）

公的年金収入のある方の
確定申告について

税務課（☎33-5616）

　償却資産とは、法人または個人が、工場・商店
経営、駐車場・アパート経営など、その事業のた
めに用いている構築物、機械、器具、備品等で、
減価償却の対象になるものをいい、土地や家屋と
同じように固定資産税が課税されます。
　また、土地や家屋と異なり申告制になっており、
償却資産の所有者は毎年その償却資産が所在する
市町村の長に、その年の１月１日（賦課期日）現
在の償却資産の状況を、１月末日までに申告する
ことになっています。
●課税対象（具体例）
　①構築物… 舗装路面、門・外灯、ゴルフ場のネッ

ト設備等、煙突、鉄塔、広告塔、フェ
ンス緑化施設、農業用施設、畜舎、
受変電設備等

　②機械及び 装置…太陽光発電設備（※）、工作
機械、建設用機械、農業用機械、漁
業用機械、食品加工設備、その他機
械設備等

　③船　舶… モーターボート、砂利採取船、しゅ
んせつ船等

　④航空機…ヘリコプター、グライダー等
　⑤車両及び 運搬具…大型特殊自動車（車両ナン

バーが０または９で始まるもの）、
貨車、構内運搬具等

　⑥工具器具 ・備品…建設・測定用工具、事務機
器類、電気器具、自動販売機、理美
容業器具類、陳列棚、医療器具類、
スポーツ・娯楽業器具類等

　※ 個人が屋根や土地等に設置した太陽光発電設
備（発電量が10キロワット以上）も、償却資
産として申告が必要です。詳しくはお問い合
わせください。

●課税対象外
　①耐用年数が１年未満のもの
　② 取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等
の規定により一時的に損金算入されたもの

　③ 取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等
の規定により３年以内に一括して均等償却す
るもの

　④ 自動車税及び軽自動車税の課税対象となるもの
　※ ②・③の場合であっても、個別の資産ごとの
耐用年数により通常の減価償却を行っている
ものは課税の対象になります。

●問合せ　税務課固定資産税係

償却資産（固定資産税）の申告について
税務課（☎33-5617）

第４回フォトコンテスト
●募集期間　1月1日（火）～ 1月31日（木）
●テーマ　『表情』
●「写真部門」
　A4プリントで応募
●「WEB部門」
　市HPからデータで応募
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　調理師免許を持ち調理業務に従事している方
は、調理師法に基づき、２年に１度「調理師業務
従事者届」の提出が必要です。
●届出が必要な方
　調理師免許を持っている方で、平成30年12月31
日現在において鹿児島県内の調理業務に従事して
いる方。
●届書の入手方法
　市役所生活環境課、伊集院保健所のほか、県の
ホームページからもダウンロードできます。
●提出期限　１月15日（火）
●提 出 先
・鹿児島市で調理業務に従事している方
　　県庁健康増進課
・鹿児島市以外で調理業務に従事している方
　　就業地を管轄する保健所
　※ いちき串木野市の管轄は、「伊集院保健所」
です。

●問 合 せ　鹿児島県庁　健康増進課
　　　　　　☎099-286-2111（内線2717・2718）

平成30年度は調理師業務従事者届提出の年です
生活環境課（☎33-5614）

　市民の皆さんなら、どなたでも利用できる農地
の貸出を行っています。豊かな自然の中で野菜等
を栽培し、収穫の喜びとおいしさを味わってみま
せんか。
●対 象 者　市内に住所のある方
●募集区画　４区画（約20㎡／１区画）※48区画中
●場　　所　酔之尾東団地（旧雇用促進住宅）北側
●利 用 料　無料（ただし、水道施設はありません）
●申込期限　１月31日（木）
　　　　　　※応募者多数の場合は抽選
●申 込 み　農政課農林係
※ご不明な点は、お問い合わせください。

市民農園利用者募集
農政課（☎33-5635）

●日　時　２月３日（日）　13：00～16：35
●場　所　市民文化センター
●内　容・開会行事、表彰
　　　　・生涯学習成果発表
　　　　・記念講演
　　　　　　脚本家の視点から
　　　　　～ドラマの取材を通して思うこと～
　　　　　講師　中園　ミホ氏（脚本家）
●入場料　無料
●問合せ　社会教育課
※ 駐車場の混雑が予想されます。車は出来るだけ
乗り合わせて、ご来場ください。

いちき串木野市生涯学習大会
社会教育課（☎21-5128）

　気温が氷点下になると、水道管が凍結して水が
出なくなったり、破裂する場合があります。
●凍りやすい水道管には必ず防寒を
　・屋外で風が直接吹きつける場所にある水道管
　・北側の日陰にある水道管
　・むき出しになっている水道管
　・温水器のむき出しになっている配管部分
●防寒のしかた
　① 水道管が露出している
場合などは、市販の保温
材で完全に包む。

　② 不要となった毛布や布
で覆い、ひもでしばり、
上からビニールなどを
巻いて濡れないように
する。

　③ メーターボックスの中
には、毛布や布切れな
どを入れ、メーターボッ
クスの上に段ボールな
どをのせて保温する。

※ 寝る前に、少量の水を流すと凍結しにくくなり
ます。浴槽やバケツなどに貯めておいた水は洗
濯等にお使いください。
●もし、凍って水が出なくなったときは・・・
　・蛇口を開け、自然にとけるのを待つ。
　・ 凍った部分（むき出しになっている水道管）
にタオルをかぶせ、ぬるま湯をゆっくりかけ
てとかす。

　　（注 ）いきなり熱湯をかけると、水道管や蛇
口が破裂することがあります。

●寒かった日は漏水の確認を
　凍結で水道管が破裂すると漏水につながりま
す。寒かった日は水道メーターを見て、漏水がな
いか確認しましょう。
【確認方法】
　① 家の中の蛇口を全部閉
めます。

　② 水道メーターのパイ
ロットマークが回転し
ている場合は、漏水の可
能性があります。

　　 　早めに指定給水装置
工事事業者に調査・修繕
を依頼してください。

●問合せ　上下水道課

水道管の凍結にご注意ください
上下水道課（☎21-5156）

●日　時　１月27日（日）10：00～12：00
●場　所　消防本部　２階会議室
●定　員　15名
●対象者　 市内に居住または勤務（在学）している方
●受講料　無料
●申込み　１月25日（金）までに消防本部救急係へ

普通救命講習会受講者募集
消防本部（☎32-0119）
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　市国際交流員のメラニー先生と一緒に、日常英
会話を楽しく学びませんか。
●日　　時　２月13日～３月27日の毎週水曜日
　　　　　　各日とも14：00～15：00（全７回）
●場　　所　中央公民館研修室
●対 象 者　市内に居住または勤務している方
●定　　員　15名
●受 講 料　無料
●申込方法　 電話・メール・FAXで、住所・氏名・

電話番号をお知らせください。
　・メール　seisaku4@city.ichikikushikino.lg.jp
　・FAX　32-3124
●申込締切　１月23日（水）
●申込・問合せ　政策課国際交流係☎33-5624

「Let's practice English!
大人の楽しい英会話教室」受講生募集

政策課（☎33-5624）

●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）
　・持ち家がなく、住宅に困っていること
　・世帯の月額所得が158,000円以下であること
　　（詳細は住宅管理係まで）
　・同居する家族がいること
　・市税や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）
　・駐車場保証金（2,490円／１台）
　　※駐車場は１世帯につき１台まで
　　（ウッドタウン・荒川住宅は２台まで）
　・連帯保証人（２人）
●申込期限　１月21日（月）必着
　※ 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。

●抽 選 日　１月29日（火）
　・中組住宅、日ノ出住宅
　　10：00　市来庁舎研修室
　・ウッドタウン、荒川住宅
　　14：00　串木野庁舎２階会議室
●入居予定日　２月７日（木）～
●申込・問合せ　
　　　　　　都市計画課　住宅管理係
　　　　　　土木課土木総合窓口係（串木野庁舎）

市営住宅入居者募集
都市計画課（☎21-5154）

　日本に留学している大学生等がホームステイを
する「第38回からいも交流・春」受入家庭を募集
します。ある程度日本語を話せる留学生達です。
　生活を共にすることで、観光旅行等では得られ
ない思い出を作ることができます。
●受入期間　３月３日（日）～17日（日）
●申込期限　１月31日（木）
●申込・問合せ
　　　　　　いちき串木野市国際交流協会事務局
　　　　　　（政策課国際交流係内）☎33-5624

第38回からいも交流・春
受入家庭募集

政策課（☎33-5624）

　手のひらサイズのかわいい女雛と男雛を、ちり
めんを使って作ります。
●日　時　２月12日～２月26日の毎週火曜日
　　　　　各日とも　10：00～12：00（全３回）
●場　所　働く女性の家
●定　員　15名
●材料費　700円程度
●持ってくる物　ボンド、はさみ、鉛筆、定規、糸
●申　込　 １月26日（土）までに働く女性の家へ

お申し込みください。
　　　　　（受付時間：火曜～土曜、９：00～17：00）
●託　児　 満２歳以上～未就学児。希望する方は、

申し込み時にお知らせください。

いきいき女性講座「ひな人形作り」
受講生募集

働く女性の家（☎32-7130）

住　宅　名 建設年度
募集戸数 構造・設備 単身入居

ウッドタウン
（ 脳神経外科
近く）

平成26年度
１戸

木造平家建
３DK

水洗トイレ
不可

荒川住宅
( 荒川小学校
近く)

平成13年度
１戸

木造平家建
３LDK
水洗トイレ

不可

中組住宅
（ 川上小学校
近く）

昭和59年度
１戸

耐火２階建
３DK

水洗トイレ
不可

日ノ出住宅
( アクアホー
ル近く)

平成９年度
１戸

耐火４階建
（１階）・２DK
水洗トイレ

入居可
但し
60歳以上

平成12年度
１戸

耐火４階建
（４階）・３DK
水洗トイレ

不可
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　市民の皆様の多数のご参加・ご声援をお願いし
ます。
●日　　時　２月10日（日）　９時　開会式
●場　　所　市総合体育館
●試合方法　個人戦
　　種　目（クラス）
　　・男子ダブルス
　　　【Ｃ（初級）・Ｂ（中級）・Ａ（上級）】
　　・女子ダブルス
　　　【Ｃ（初級）・Ｂ（中級）・Ａ（上級）】
　　・混合ダブルス
　　　【Ｃ（初級）・Ｂ（中級）・Ａ（上級）】
　　※Ｃ（初級）は、バドミントン経験の浅い人。
●参加資格　 市内に居住、勤務もしくは在学する

中学生以上の方
●参 加 料　 一人一種目1,000円（高校生以下500円）
　　　　　　※参加料は当日徴収します
●申 込 み　１月25日（金）まで
　　　　　　※ 申込用紙等については、次へお問

い合わせください。
●問 合 せ　バドミントン協会事務局
　　　　　　総務課　伊藤　☎33-5633

第55回　市内バドミントン大会
市民スポーツ課（☎21-5129）

　本市観光大使の濱﨑龍一シェフを講師に招き、
本市の食材を使った料理教室を開催します。
●日　　時　２月３日（日）　11：30～15：30
●場　　所　いちき串木野市総合観光案内所研修室
●定　　員　先着20名（定員になり次第締切）
●対　　象　どなたでも参加できます
　　　　　　（初参加の方優先）
●参 加 料　1,000円（当日徴収）
●申込期限　１月27日（日）
●申込・問合せ　いちき串木野市総合観光案内所
　　　　　　　　☎32-5256　FAX 29-3320

濱﨑龍一シェフ料理教室参加者募集
観光交流課（☎33-5640）

■濱﨑龍一氏プロフィール
1963年　　いちき串木野市生まれ
1988年　　 イタリア「ダル・ペスカトーレ」

で修行
1989年　　 帰国後、乃木坂「リストランテ山崎」

シェフ
2001年　　南青山にイタリアンレストラン
　　　　　「リストランテ濱﨑」を開店
2013年～　薩摩大使、いちき串木野観光大使

● 自然災害による住宅修理について「保険金が使える」と勧誘されても、損
害保険金が実際にいくら支払われるのか、また、そもそも保険金が支払わ
れるかどうか分かりません。まずは自身が加入している保険契約の内容を
確認し、契約している保険会社や代理店に相談しましょう。
● 住宅修理とは別に、保険金を請求する手続きをサポートするという契約を
させられ、その手数料を請求される場合がありますが、保険金の手続きの
手数料は損害保険の補償対象とはなりません。
● 「自己負担はない」と住宅修理の勧誘をされても、本当に負担なく必要な
修理が出来るかどうか分かりません。その場ですぐに契約せず、修理の必
要性や契約内容を十分に確認し、家族や周りの人にも相談しましょう。
● 不安に思ったときは、早めにいちき串木野市消費生活センター等にご相談
ください（消費者ホットライン188）。

来訪した事業者に「家屋に壊れたところはないか。損害保険で負担な
く修理が出来る」と言われたので、数年前の大雪でベランダの屋根がゆ
がんだことを話すと、調査員を手配すると言うので申込書にサインした。
申込書をよく見たら「保険金額が、見積金額より安くて工事が困難な場

合は、30％の手数料を払う」と記載されていた。
手数料の話は聞いていないし、不審なので申し込み
をやめたい。 （70歳代　女性）

「保険金の手続きを
サポートする」と勧誘する
住宅修理に注意

ひとこと助言

まずは確認！

見守り
新鮮情報
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島航路活性化推進事業「気軽に船旅・ 島ツアー」募集のご案内
水産商工課（☎33-5638）

総合観光案内所１・２月体験講座参加者募集
観光交流課（☎33-5640）

　本市の串木野新港を発着、「フェリーニューこしき」を利用した一泊二日 島ツアーの参加者を募集
します。島内ガイドの案内や、体験付きです。この機会に地元、串木野新港から行ける船旅を気軽に体
験してみませんか。
●参加資格　市内に居住している方
●旅行代金　大人（中学生以上）　24,800円より（コースにより変わります）
　　　　　　子ども（小学生）　　21,200円より（未就学児等はお問い合わせください）
　　　　　　※旅行代金は本事業による助成後の金額です。
●助 成 額　一人　5,000円（小学生以下　2,500円）
●コ ー ス
　・Ａコース　３月15日（金）～３月16日（土）（下 のみ観光・下 　泊）
　　【１日目】 串木野新港～鹿島港＝＝夜萩円山公園（断崖公園）＝＝恐竜化石ミュージアム＝＝ホテ

ル（泊）
　　【２日目】 ホテル＝＝島体験（椿油絞り）＝＝下 郷土館　／　武家屋敷通り　他＝＝長浜港～串

木野新港
　・Ｂコース　３月23日（土）～３月24日（日）（上 ・下 観光・下 　泊）
　　【１日目】 串木野新港～里港＝＝長目の浜＝＝なまこ池・貝池＝＝ 大明神・鹿の子大橋＝＝木ノ

口展望所＝＝里港～長浜港＝＝ホテル（泊）
　　【２日目】 ホテル＝＝島体験（椿油絞り）＝＝下 郷土館　／　武家屋敷通り　他＝＝長浜港～串

木野新港
　・Ｃコース　３月25日（月）～３月26日（火）（下 のみ観光・下 　泊　）
　　※Ａコースと同じ
●定　　員　各コース20名（最少催行人員　各コース15名）
●申込締切　２月20日（水）
●そ の 他　お客様都合による申込取消は、所定の取消料が発生します。
●申込・問合せ　いちき串木野市総合観光案内所　☎32-5256　http://ichiki-kushikino.com/

　居住地（市内・市外）を問わず受講できます。先着順で定員になり次第、受付終了となります。託児
サービスはありません。
●場所　いちき串木野市総合観光案内所研修室

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

講　座 日　時 対象・定員 内　容
参加料
(材料代)
お一人

申込期限

初心者向けおやつ教室
チョコシフォンケーキ
【料理体験】

1/26（土)
13：00～
　16：00

どなたでも
18名

バレンタインのプレゼント
向けのケーキを作ります。 1,200円 1/19（土）

ワンデー英会話
ショッピング編
【語学体験】

2/2（土)
14：00～
　15：30

どなたでも
20名

初心者向け。買物で使える
会話表現を実践的に学びま
す。

300円 1/29（火）

ワンデー英会話
道案内編
【語学体験】

2/2（土)
15：40～
　17：10

どなたでも
20名

初心者向け。道案内で使え
る会話表現を実践的に学び
ます。

300円 1/29（火）
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▲市来デイサービスセンター利用者の方の
　手作り干支（亥）

「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。
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市成人式（3日）

消防出初式（6日）

第21回元気な街づくりウオーキング大会（20日）

いちき串木野ポンカン祭り（27日）

市生涯学習大会（3日）

第23回徐福ロマンロードウオーキング大会（上旬）

ガウンガウン祭（3日）

太郎太郎祭（10日）

観音ケ池さくら祭り（上旬）

黎明祭（中旬）

徐福花冠祭（中旬）

第62回串木野浜競馬大会（中旬）

第28回串木野まぐろフェスティバル（下旬）

すこやかおせんしのグラウンドゴルフ大会（中旬）

第11回いちきウオーキング大会（下旬）

荒川ほたるでナイト（下旬）

海岸クリーン作戦（7日）

第49回串木野さのさ祭り（13～14日）

第14回市小学校水泳記録会（下旬）

祇園祭（3日）

サマーフェスタin市来（上旬）

七夕踊（11日）

戦没者追悼式（15日）

川上踊（25日）

教育講演会（下旬）

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

アートフェスタinいちき串木野（上旬）

畜産品評会（上旬）

虫追踊（23日）

すこやかおせんしのスポーツ大会（下旬）

第14回市民体育大会（中旬）

第15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～（下旬）

文化祭　作品展示（29日～11月3日）
　　　　芸能発表（11月3日）

地域がはぐくむ「鹿児島の教育」県民週間
(学校開放1～7日)

総合防災訓練

元気いきいきフェスタ2019（保健福祉大会）（中旬）

小・中学校音楽発表会（中旬）

かんむりだけ山市物産展（23日）

リサイクル販売会（24日）

第22回れいめいウオーク羽島・土川大会（上旬）

ふれあいフェスタ（上旬）

消防団年末夜警（28日～29日）

９月

10月

11月

12月

■ 2019年　行事予定 

※日程等は、変更になる場合があります。

今月のカバー

　旭幼稚園の園児が、自分達の体の大きさにもなろうかという大きな杵を持ち上
げ、元気に餅つきです。石臼からは、蒸しあがったもち米が、つかれるのをいま
かいまかと待つように、湯気がもくもくと立ち昇ります。
　先生や保護者のお手伝いをもらい、ついたり、丸めたり、日本古来の餅つきを
親子が一緒になって楽しみました。
　自分達で植え、収穫したさつまいもを混ぜたいも餅もつくり、皆で美味しくい
ただきました。

力をあわせて　よいしょ～
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