串木野健康増進センター
（☎33-3450）

高血圧とは？

自覚症状がほとんどなく、放置してしまうと心疾患や脳卒中などの生命
を脅かす病気につながるため、
「サイレントキラー」といわれる。高血圧
の患者は、推定で 4,300 万人。

高血圧の予防に
欠かせないのは
食塩摂取量の制限
ロースハム 2 枚
＝ 食塩１ｇ

食塩摂取量の目標量
→ ｢ 日本人の食事摂取基準（ 2020 年版 ）｣ の目標量
成人男性 ： 7.5 ｇ未満 / 日
成人女性 ： 6.5 ｇ未満 / 日
高血圧患者 ： 6 ｇ未満 / 日

麺類の汁を残すと・・・
→ 全部残せば２～３ｇ減塩できる

減塩のコツ

無理せず減塩しましょう！

１、漬物は控える

→ 自家製浅漬けにして、少量にする

２、新鮮な食材を用いる

→ 食材の持ち味で薄味の調理

３、具だくさんのみそ汁にする → 同じ味付けでも減塩できる

４、むやみに調味料を使わない → 味付けを確かめて使う
５、食塩の少ない
調味料を使う

→ 酢、ケチャップ、マヨネーズ、ドレッシ
ングを上手に利用する

6、香辛料、香味野菜や果物の → こしょう、七味、生姜、柑橘類の酸味を
   酸味を利用する
7、外食や加工食品を控える

組み合わせる
→ 目に見えない食塩が多く含まれている
干物にも注意する
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市内で頑張っている企業の特色や取組み、
若手社員の声などを毎月お伝えします。

16

いちき串木野市立ハローワーク
（☎26-1191）

・従業員数 11 名

有限会社サカシタ

・経営理念 住・空・環を美しくする
・所 在 地 いちき串木野市生福 9854 番地
・電話番号 32-3862
若手社員の企業アピール

神村

銀二さん

企業の概要
有限会社サカシタは昭和 38 年から建築板金・建築塗
装の専門職を主軸とし、近年は建築工事やリフォーム工
事等も行っています。ニーズに応えて、県内一円や離島
（甑島）まで行くこともあります。
「仕事は真面目に 誠実に そして楽しく」をモットー
に、代々受け継がれてきた技術を活かし、また多様化す
るお客様のニーズにより応えられる企業として、社員一
同努力して参ります。
社内レクリエーションとして、県保険協会主催のソフ
トボール大会参加や、今は新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため実施を見合わせていますが、年１回の社内
旅行を行う等職場環境の向上も行っています。

医療法人杏林会
介護老人保健施設ライフハーバーいちき

全くの未経験でしたが、塗装工４年目になり
ます。
分からない事もこと細かく丁寧に教えていただ
いて、仕事の楽しさとやりがいを感じています。
先輩方は皆とても優しく、明るく楽しい人達
が多く、毎日笑顔で仕事に向かえます。お客様
の「綺麗になった！お願いしてよかった」という
喜びの声のために、もっと技術を磨いていきたい
と思います。
技能・資格取得に向け頑張ります！
・従業員数 63 名
・基本理念 L（Life）＝ 3L（Listen、Look、Love）
・所 在 地 いちき串木野市大里 2901-2
・電話番号 36-5353
・ホームページ http://www.maruta.or.jp/
若手社員の企業アピール

企業の概要
介護老人保健施設ライフハーバーいちきは、あたたか
い心の通った医療、介護を大切に、高齢者様の心身の自
立を支援する施設です。
事業内容としては、入所サービス・ショートステイ・
デイケア・訪問リハビリテーションを行っております。
地域協力医療機関と連携を図り、看護・医療管理のも
と介護及び、機能訓練等のリハビリテーションを必要と
される要介護者の方々に、日常のケアをしながら、家庭
復帰を目指した生活機能回復、維持をはかります。
どうぞお気軽にご相談ください。
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高山

暉さん

私達は、医療法人杏
林会の理念 L（life）＝
３L
（Listen 耳を傾ける、
Look 注 視 す る、Love
大切にする 愛する）を
もとに利用者様の声を
聴き、目を向け、皆様
を大切にすることに努
めています。
私は、県外で仕事を
していましたが、地元に帰り、初めて介護という
仕事に就きました。初めての介護の仕事で、不安
はありましたが、先輩方から優しく丁寧にご指導
いただき、また何より利用者様から沢山の笑顔を
もらい、とてもやりがいのある仕事だと実感して
います。また職場環境も良く、プライベートも充
実し、とても働きやすい環境です。今後も初心を
忘れず、利用者様の笑顔のために、心に寄り添い
ながら充実した仕事をしていきたいです。
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市政ニュース
市ではこんなことをしています

串木野高等学校卒業生
による講演会
学校教育課（☎21-5127）

このように読書活動に関する様々な取組を行い、
児童の読書意欲の向上と想像力・表現力の育成、
図書の学習活用において大きな成果を上げている
ことが高く評価されました。おめでとうござい
ます。

市長の主な動き（６月）
※市長の過去１か月の主な活動を掲載しています。
日にち

内

容

１（火） 辞令交付式（市長室）
・日置市永山新市長来庁（市長室）
２（水） ・観光かごしま大キャンペーン推進協議会
（鹿児島市）

４（金） 市議会（開会日・議案質疑）
６月４日、市内公立中学校と串木野高等学校の
全生徒を対象に、Zoom を活用したオンラインに
よる講演会を実施しました。講師は、串木野高等
学校の卒業生で、市消防本部警防課の知屋城拓哉
消防副士長が務め、
「私が夢を叶えるまで」という演
題でこれまでの経験や消防士としての心構え、仕
事内容、誇りをもった職務遂行の様子、後輩たち
へのアドバイス等、情熱あふれる講演に、生徒は
引き込まれている様子でした。
今回の講演会で学んだことをそれぞれの生徒が、
自分の進路選択や夢実現のために生かしてほしい
と思います。

令和３年度子供の読書活動優秀実践校
文部科学大臣表彰（川上小）
学校教育課（☎21-5127）

７（月） 県道路利用者協議会監査（市長室）
アーチェリー全国大会出場報告表敬訪問
８（火）
（市長室）

14（月） 市議会（一般質問）
15（火） 市議会（一般質問）
16（水） 県道路利用者協議会定期総会（鹿児島市）
17（木） 県観光連盟定時総会（鹿児島市）
18（金）

川上小学校文部科学大臣表彰受賞報告表敬
訪問（市長室）

19（土） 串木野高校体育祭
・衛生処理組合議会全員協議会
22（火）
・衛生処理組合議会臨時会
・県地域振興公社定時評議員会（鹿児島市）
24（木）・市共同募金委員会運営委員会
（高齢者福祉センター）
・市議会（最終本会議）
・フードバンクお助けマン霧島・プリマ
25（金）
ハム㈱調印式（市長室）
・九州海運㈱株主総会

川上小学校は、本年度、子供の読書活動優秀実
践校として文部科学大臣表彰を受賞しました。
主な取組は次のとおりです。
① 教科等の授業での図書活用に役立つ「活用リ
スト」の作成
② 公立図書館と連携した配本システムの構築
③ 家庭・地域と連携した読み聞かせ活動
④ 全校児童によるビブリオバトル大会
⑤ 読みたくなる図書室環境の充実等

・全 国遠洋沖合漁業信用基金協会決算
報告（市長室）
28（月）
・Ｂ＆Ｇ財団助成交付決定書授与式
（市長室）
・生福保育所園児七夕飾り贈呈
（串木野庁舎ロビー）
29（火）
・商工会議所優良従業員表彰式
（ホテルアクシアくしきの）
・国道３号東西道路現地視察（鹿児島市）
30（水）・市Ｂ & Ｇ運営審議会
（Ｂ & Ｇ海洋センター）

CIVIC NEWS
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働く女性の家自主グループ活動の参加者募集
働く女性の家（☎32-7130）
働く女性の家では、定期講座から自立して活動を続けているたくさんのグループがあります。
健康のため、技術向上のため、趣味を生かしたい、仲間作りに、あなたも参加してみませんか。
○自主グループ一覧（ グループ名は省略します ）
活動内容

曜 日

時 間

書 道

第 2・4 土曜日

13：30 ～ 15：30

第 2・4 木曜日

9：30 ～ 11：30

古布パッチワーク 第 2・4 木曜日

13：00 ～ 15：00

第 2・4 金曜日

13：00 ～ 15：00

アメリカンキルト 第 1・3 火曜日

9：30 ～ 11：30

活動内容

曜 日

時 間

毎週火曜日
ヨ ガ

10：00 ～ 11：00
19：30 ～ 20：30

毎週水曜日

14：00 ～ 15：00

毎週木曜日

19：30 ～ 20：30

第 1・2・3 土曜日 10：00 ～ 11：00

洋 裁

第 2・4 火曜日

13：30 ～ 15：30

ピラティス

毎週金曜日

14：30 ～ 15：30

手作りバッグ

第 3 土曜日

9：30 ～ 15：00

自彊術

毎週火曜日

13：30 ～ 15：30

エコクラフト

第 1・3 金曜日

9：15 ～ 12：00

フラメンコ

第 1・3 土曜日

13：30 ～ 15：30

七宝焼き

第 2 水曜日

9：30 ～ 12：00

ズンバ

毎週金曜日

19：30 ～ 20：30

第 1 金曜日

10：00 ～ 12：00

毎週土曜日

10：00 ～ 11：00

第 3 水曜日

10：00 ～ 12：00

第１・３木曜日

19：30 ～ 21：00

第 2 火曜日

17：30 ～ 18：30

第 1・3 木曜日

10：00 ～ 12：00

第 4 水曜日

9：30 ～ 10：30

第 2・4 木曜日

19：30 ～ 21：00

毎週金曜日

9：30 ～ 11：00

革の小物作り
華 道
骨盤矯正

第 2 水曜日

フラダンス
エアロビクス

10：00 ～ 11：00 ストレッチ・リズム体操

○場 所 働く女性の家
○受講料 グループ毎に異なります（詳細は働く女性の家へお問い合わせください）
○予約・問合せ 働く女性の家 ☎32-7130
※随時募集しています。
（受付時間 : ９：00～17：00、日・月曜は休館）見学もできます。
事前にご予約ください。

洋

ピラティス

ヨ
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ガ

エアロビクス

裁

袋物作り

排水設備工事は市の指定工事店へ

上下水道課（☎21-5157）

令和３年度の排水設備指定工事店が決定しました。
下水道を利用するには、家庭の台所・浴室・水洗トイレなどから発生する汚水を下水道へ流すための
排水設備工事をしなければなりません。排水設備工事は、必ず、市の排水設備指定工事店（下表）に依頼
してください。
※工事は希望する指定工事店に、工事費・施工方法などを相談・検討のうえ、直接指定工事店に申し込
みください。
○令和３年度いちき串木野市排水設備指定工事店（所在地別）

【いちき串木野市内】
（23業者）
指定工事店の名称

所

在

（令和３年７月１日現在）

地

電話番号

指定工事店の名称

所

在

地

電話番号

㈲上原施設

大里 4002 番地 4

36-4703 西原設備

大里 4756 番地 4

36-4674

㈱榎元組

照島 5549 番地

32-2374 ㈱西別府弘組

別府 3204 番地

32-3404

海江田電機㈱

大原町 69 番地

32-4131 ㈲ハマベ鉄工設備 羽島 947 番地 16

㈲久電社

東島平町 7896 番地 32-6485 ㈲福薗建設

㈲久木山建設

日出町 87 番地

35-1322

住吉町 11247 番地 32-3362

32-3663 ㈲藤田設備工業所 羽島 3533 番地

35-0053

串木野建設工業㈱ 生福 8791 番地

32-4354 ㈲古川建設

32-2867

久保建材土木㈲

大里 4955 番地 1

36-4646 ㈱外薗総合住宅設備 汐見町 55 番地 7

24-7777

㈲坂口組

浜ケ城 12062 番地 4

32-0553 ㈲前屋設備

住吉町 146

32-3692

㈲須納瀬設備工業所 御倉町 137 番地

32-2609 丸善設備工業㈱

ひばりが丘 5857 番地 3 32-9928

㈲芹ヶ野建設

汐見町 70 番地

33-0711 ㈲萬造寺組

羽島 7795 番地

35-1245

テクノ住設

住吉町 11273 番地 32-6213 ㈱満留建設

野元 21809 番地

33-1323

㈲寺田設備

住吉町 167 番地

中尾町 8 番地

32-2802

【市外】
（59業者）
旭機工㈱

㈲川島工建

㈲昭和テクノ工業 中央工業㈱

㈱マツオ電設

㈱ディクシス

旭工業㈱

㈲後藤水道設備 新光設備

㈱司工業

㈲平田環境設備 ㈲松本設備

㈱イシタケ

㈲小堀水道

㈱ SkyNet

鶴丸興業㈱

㈱福水工業

㈲伊集院電気水道設備

㈱桜井

㈲せいすい技業 ㈱徳田設備工業 ㈱福元興業

上野工業㈱

㈱薩摩水道

㈲第一水道

徳永電機㈱

富士設備工業㈱ ㈲瑞穂商会

エス工業㈱

㈱三堂設備

㈲大誠電機

戸島設備工業

㈲渕脇電設

大庭設備

志鷹工業

ダイヤテック㈱ ㈲ナカタマリ

㈲宝楽水道設備 ㈱ MIRAI

鹿児島物産㈱

㈱柴田設備

髙柳水道㈱

㈲中村商会

㈲外園設備

㈱鹿工設備

㈲ガスラ

十文字工業㈱

㈱ TANAKA

日光設備㈱

㈱マサミ

㈲脇電器

亀山工業㈲

谷口水道工事店 ㈱濵田設備

㈲牧善商会

㈱美喜設備

松山設備
マルユー工業㈱
蓑茂住宅設備

〔広告〕
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フェリーで島旅キャンペーンのご案内
いちき串木野市総合観光案内所（☎32-5256）

16

マイナンバーカードを作ろう！
（出張申請サービスのご案内）
市民生活課（☎33-5611）

顔写真は会場で撮影します！
自分で用意しなくてもＯＫ！

住民票などのコンビニ交付も
始まって、ますます便利な
マイナンバーカード

市職員が市内事業所や地域団体等の指定する場所に出向き、
マイナンバーカード申請をサポートします。

申込要件
（１）申請希望者がおおむね５名以上20名以内あること（１会場）
（２）申請団体が会場及び机、いす等の備品の準備と片付けを行うこと
（３）市が用意するタブレット端末等の電源を会場内で確保できること
（４）出張時間は平日10：00～16：00まで
（５）日程調整のため事前に連絡してください
※土日・祝祭日、夜間、窓口繁忙期（３月～５月）は出張できません。
※事業所にお勤めの方で、住所が市外の方は、申請書（申請ＩＤ記載あり）を持参ください。
また、カードの受け取りは、現住所地の市町村役場になります。
〔広告〕
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いちき串木野市職員採用試験案内

総務課（☎33-5625）

令和３年度いちき串木野市職員採用試験を次のとおり実施します。
◆

試験区分、採用予定人数、受験資格
試験区分

採用予定人数

受験資格

一般事務

若干名

・平 成８年４月２日以降に生まれ、高校卒業程度以上の学歴を
有する者（卒業する見込みの者を含む）

土木技師

若干名

・昭 和 61 年４月２日以降に生まれ、高校卒業程度以上の学歴
を有する者（卒業する見込みの者を含む）で、必要な学科を
専攻した者

消防 A

若干名

・平 成８年４月２日以降に生まれ、高校卒業程度以上の学歴を
有する者（卒業する見込みの者を含む）
・視力（矯正含む）が両眼で 0.7 以上、かつ、一眼がそれぞれ 0.3
以上であり、色覚及び聴覚が正常であること

消防 B
（職務経験者）

若干名

・平 成３年４月２日以降に生まれ、消防士としての職歴が３年
以上あり、現職の者

◆
◆
◆

第１次試験日
試験会場
試験内容

◆
◆

受付期間
その他

き

いち

木野

串

９月19日（日）
ホテルアクシアくしきの（※受験者数により会場変更となる場合あり）
総合適性検査（基礎能力、事務能力、適性）
※土木技師は専門試験、消防士は体力試験も行います。
７月20日（火）～８月20日（金）
そ の他詳細は右のＱＲコードから市ホームページをご覧いただくか、
総務課・市来庁舎市民課にあります募集要項をご覧ください。
試験は第３次までを予定しています。

ワクワク便

地域おこし
協力隊からの

原島佑果

こんにちは。今月はころばん体操に参加したら、次の日全
身筋肉痛で体を痛めた協力隊の原島が担当します☆
現在、週に２日「子育て支援センターきらきら」に通ってい
ます。そこでお子さんと遊んだり、お母さんからお話を聞い
たりして、それに基づいて情報発信をしていきたいと考えて
います。子どもならではのエネルギー、発想、純粋さに心癒
されており毎日が新鮮です。
冠岳では田植えや芋植えを行い、農家さんのありがたさを
体感し、私自身も旧冠岳小学校で野菜を育て始めました！ト
マト、パクチー、枝豆、コーン、チンゲンサイを育てていま
すので、もしお時間がありましたら遊びに来てください♪
（こっそり持っていっても構いません）
最近、白浜海岸で山に夕日が沈んだ
のを確認してから追いかけるようにサンセットパークまで移動し、甑島に沈む夕日を
眺めるダブルサンセットがお気に入りのコースです。海好きの私にはたまりません！
また先日協力隊の Instagram を作りました！よかったらチラ見しに来てください。
→＠ ichikikushikino_city
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子育て世代包括支援センター

「あいびれっじ」通信 Vol.13

あいびれっじ〈子育て世代包括支援センター〉
（☎24-8311）

あいびれっじは、お子さんのすこやかな成長をサポートする応援団です。

令和３年４月から 串木野健康増進センターで毎月第３月曜日の午後より
プレママさんのリラックスサロン を開催しています！

４月
（偶数月）

♥あいびれっじ助産師より
～沐浴について～
♥あいびれっじ公認心理師 岩元先生より
～コミュニケーションワーク～
♥リンパマッサージ（講師：羽根田先生）

リンパマッサージ
気持ちがよいですよ♪

沐浴の際は
赤ちゃんがびっくりしないように
声をかけてあげてくださいね♪

岩元先生から
興味深いお話が・・！

５月
（奇数月）

おむつ交換や抱っこの仕方を
説明しています＾＾

♥あいびれっじ助産師より
～赤ちゃんのお世話について～
♥マタニティーヨガ
（講師：Marina 先生）
呼吸方法やストレッチ等を
取り入れた妊婦さん向けの
優しいメニューです♪

４月は６名、５月は５名の方にご参加いただき、
「 リンパマッサージもヨガも初めて体験して、とてもリラッ
クスできた」
「 おむつの替え方など実際に見ることができてよかった」など、ご感想をいただきました。
ご参加くださったみなさん、ありがとうございました。

プレママさんのリラックスサロン

対象者：いちき串木野市にお住まいの妊婦さん（16週以降 ）
（ 里帰り先がいちき串木野市の方も対象です）
開催日：毎月第３月曜日
（９月と１月は月曜祝日のため日程変更があります）
時 間：13：30～15：30
場 所：串木野健康増進センター２階（ 和室 ）
ご夫婦での
定 員：各回10名（ 申し込み多数の場合は抽選です） 参加もOK！

５日発行のおしらせ版（奇数月）に
申し込み案内を掲載しますので、
ぜひご参加ください。
申込・問合せ
あいびれっじ
〈子育て世代包括支援センター〉
☎︎24-8311
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れいめいの風

「博物館創設者」町田久成と「東京開成学校初代校長」の畠山義成

薩摩藩英国留学生記念館（☎35-1865）

●町田 久成（まちだ ひさなり）
留学当時27歳。大目付。変名は上野良太郎。島津氏支流の「一所持」各出身。留学生ら
の監督役として参加。ロンドン大学で学ぶ傍ら薩摩藩のパリ万博出品に奔走するなど外交
にも関与。渡欧中に見学した大英博物館などを見聞し、先進技術だけでなく伝統文化も重
んじる西欧の気風を目の当たりにします。帰国後は新政府で外交関係に出仕しますが、追
われるように文部省へ。
「廃仏毀釈」で貴重な文化財が破壊されることに心を痛め、博物館
建設と文化財保護を求めた建議書を提出。明治15年、大久保利通の下で日本初の博物館を
建設し、初代館長に就任。道半ばで解任されると出家し、滋賀県三井寺光浄院の住職とし
て俗世から離れ、仏事に精進します。明治30年（1897）、９月15日、療養生活の末、上野
にて死去（59歳）。現在、東京国立博物館敷地内には久成の功績を称えた石碑と胸像が建立
されています。
●畠山 義成（はたけやま よしなり）
留学当時22歳。当番頭。変名は杉浦弘蔵。
「一所持」各出身。攘夷論者で、一度は留学を
辞退しますが、島津久光の説得により留学を決意。鹿児島城下を出発してから英国までの
旅路や滞在中の様子を記した「畠山義成洋行日記」を残しました。留学資金が行き詰まると
他の留学生５人と共に宗教家ハリスを頼りアメリカへ。ハリスの教義に疑問を覚え、教団
を脱退。明治５年、岩倉使節団と合流し、帰国。帰国後は文部省に出仕し、東京開成学校
（後の東京大学）初代校長、東京書籍館（現国立国会図書館）館長を兼務し、教育行政の近代
化に尽力。明治９年（1876）10月20日、フィラデルフィア万国博覧会視察の帰途、洋上船
中にて34歳の若さで死去。
記念館スタッフ 下迫田 樹一
●薩摩藩英国留学生記念館ホームページ

★★★ みんなでつくろう 安全安心の街 ★★★
令和３年 ７月号

まちづくり防災課
（☎ 33-5631）

～毎月11日は
「地域安全推進の日」～
～地域で守ろう！子どもの安全～
夏休みが始まりました。子どもだけで過ごす時間が多くなり、子どもが犯罪に巻き込まれやすい状況と
なります。
子ども自身に防犯意識を高めてもらうとともに、地域全体で子どもを守っていく取組が必要です。

子どもの防犯意識を高めよう！
いつ、どこで、どんな犯罪に巻き込まれるかわからないことを、子どもにしっかり教えましょう。子ども
と一緒に近所を歩き、人目に付きにくい場所等の危険箇所を確認し、防犯ブザーを持ち歩かせるなど、子ど
もの防犯意識を高める工夫をしましょう。

５つの約束を守らせましょう！
①一人で遊ばない
②出かける時は
「だれと、どこで、何をするか、何時に帰るか」を
伝えてから出かける
③知らない人には、ついて行かない
④連れて行かれそうになったら、大声で叫ぶ（ブザーを鳴らす）
⑤決められた時間になったら、すぐ帰る

【問合せ】いちき串木野地区防犯協会（いちき串木野警察署内） ☎32-9710
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本 ひより

～みつけよう。私だけの一冊～
一般図書
【本館】

児童図書
【本館】

一般図書
【分館】

児童図書
【分館】

『どうしても
『ウッソースやきそば』 『田舎のポルシェ』
頑張れない人たち』

『どんめくり』

宮口幸治 / 著

ささきみお / 作・絵

篠田節子 / 著
文藝春秋

やぎたみこ / 作・絵
ブロンズ新社

「ケーキの切れない非行少年た
ち」の2巻。
「頑張る人を応援し
ます」。世間でよく耳にするが、
実は「どうしても頑張れない人
たち」の存在はあまり知られて
いない。彼らはサボっている
わけではない。頑張り方がわ
からず、苦しんでいるのだ。

自称焼きそば名人の作る「ウッソース
やきそば」は、パンダが山奥で作った
麺に、月の畑でとれたキャベツ、秘
密の谷に流れるソースを使っている
……って、それホント？ウソが大好
きな主人が作ったソース焼きそば。
名人というその腕は、ウソ？ホント？

実家の農家を飛び出した女性。
リタイヤした元企業戦士。夫に
先立たれた介護士。それぞれ秘
めた思いを抱いてトラブル連
発のロングドライブへ。旅のス
リルと人生の滋味がたっぷり
詰まったロードノベル全３篇
収録。篠田節子の魅力全開！

どんどんめくって、どんどんた
のしい！みんな大好き、てんど
ん、かつどん、きつねうどん。
かっぱまき、
オニ おにぎり ... あ
れあれ！？上と下を別々にめく
ると、どんどんおかしなものが
できてくる！絵とことばの組み
あわせをたのしむ絵本。

新潮社

ひさかたチャイルド

◆８月のおはなし会
本館

14日（土）、28日
（土）15：00～
（30分程）
ひよこ絵本 1日（日）11：00～
（20～30分程）
（乳幼児向けおはなし会）
市来分館
7日（土）、21日（土）11：00～（30分程）

◆イベント情報
移動図書館車開放 DAY ＆フィルムコート体験

日にち：8月5日（木）
場 所：市立図書館 本館
内 容：移動図書館車を本館前駐車場で開放（貸出可）
お持ちの文庫本をフィルムコートします。
※フィルムコート体験は中学生以上が対象に
なります。

いちき串木野市立図書館

【開館時間】
火曜日～金曜日
9：00～19：00
土・日・第三日曜日の翌月曜日 9：00～17：00
串木野本館 ☎33-3755／市来分館 ☎24-8112

◆８月の移動図書館車巡回日程
巡回日

３日 （火）

ステーション

到着時間

旧平江公民館東

13：50

浜町市場通り会無料駐車場

14：20

浜ヶ城（旧南商店隣）

14：50

塩田団地

15：30

ウッドタウン

13：35

４日 （水） 八久保公園（麓）
酔之尾東団地
６日 （金） ひばりが丘団地
中組集落センター
11日 （水） 迫公民館

14：10
14：40
14：10
13：50
14：20

川南交流センター

14：50

県営橋ノ口住宅

13：30

26日 （木） 県営市来住宅
市来駅前

14：00
14：30

21

