
　本市の「食」や「食によるまちづくり」に関心がある方で、本市の食の魅力発信や食に関するプロジェクト等に
積極的に関わり、市と一緒になって「食によるまちづくり」を推進していく仲間を募集します。個人でも団体でも
登録が可能です！

　上記に該当する方で、市と連携しながら取り組むことが可能な方であれば、居住地や出身地に関係なくどなた
でも登録ができます。（ただし、登録目的が本事業の趣旨に反すると判断される場合は除きます）

登 録 資 格
・概ね16歳以上
・いちき串木野市が大好きな方
・いちき串木野市の「食」に関心のある方
・いちき串木野市の「食によるまちづくり」に積極的に関わりたい方
・いちき串木野市の「食」の魅力を広く知ってもらいたい方
・次の「活動内容」のうち、１つでも取り組みが可能な方（複数可能）

活 動 内 容
◎「食のまちづくりプロジェクト」への参加
 （令和４年度は「食のまち・シティセールス基本計画」策定のためのワークショップ等を予定）
◎「食」に関する様々な情報を市と共有
 （市は必要に応じて公式情報として情報発信）
◎自身のホームページ、SNS、口コミなどのさまざまな機会を通じて
　いちき串木野市の食の魅力をPR
◎「食のまちPRパートナー」情報共有会への参加
◎食のまちづくりに対する意見等の提供や、食によるシティセールスのアイデアの提案

申 込 ・ 問 合 せ 

〒896-8601   いちき串木野市昭和通１３３番地１
　☎33-5640　FAX32-3124
　メール c-sales1@city.ichikikushikino.lg.jp

登 録 方 法
◎右ページの登録用紙に必要事項を記入し、持参・郵送・メール・FAX のいずれかでお申し込み
　ください。（締切：６月15日（水））
※登録用紙は、シティセールス課に設置するほか、右下の二次元コードからもダウンロードでき
　ます。
※昨年度登録申込をした方は、今回提出する必要はありません。

その他詳細は右上の二次元コードからご確認ください。

いちき串木野市
「食のまちPRパートナー」募集中！

本年度から本格運用

シティセールス課　食のまち・シティセールス係
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あなたの住所・名前等を記入してください。（※は必ず記入してください）

いちき串木野市「食のまちPRパートナー」登録申込用紙

個人で登録
の場合

※ご住所

※電話番号

メールアドレス

担当者名
（事業所・団体の
場合のみ）

FAX番号

所  属

PC

※ふりがな

※氏　名

携帯電話

ホームページ
アドレス

@

@

〒

事業所・団体で
登録の場合

勤務先
学校等

※ふりがな 性別 ※年　　代

１． 10代　　　２． 20代　　　３． 30代　　　
４． 40代　　　５． 50代　　　６． 60代以上　男 ・ 女

※ふりが ※な ふりがな

※事業所名

※お名前

※代表者

希望する　・　しない

市からの情報発信

内線番号等

（注）個人情報は、いちき串木野市食のまちPRパートナー登録以外の目的には使用しません。

②「食のまちPRパートナー」の役割の中で、あなたが最も取り組みたい内容を教えてください。
　※該当項目に【○】をお願いします。複数回答可。

③本市の食の魅力をPRするためのシティセールスの方法やアイデアがあればご提案ください。

　【　　】　「食」に関する様々な情報提供
　【　　】　自身のホームページ、SNS、口コミなどのさまざまな機会を通じて本市の食の魅力をPR
　【　　】　本市「食のまちづくりプロジェクト」（ワークショップ等）への参加
　【　　】　本市の食のまちづくりに対する意見・感想の提供、食によるシティセールスのアイデアの提案
　【　　】　情報交換会への参加（年３回程度予定）
　【　　】　必要に応じて本市のシティセールス活動への協力
　【　　】　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◎アンケートにお答えください。
①あなたが人に勧めたい「いちき串木野市の魅力」を、簡単な理由を添えて教えてください。

１　本市の食（味）

２　本市の風景

３　本市の人

４　その他

令和　　 年　　 月　　 日
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上履き・体育館シューズを
ご持参ください。



シティセールス課（☎33-5642）

絶対に
勝ちたい戦

いが、

いちき串木野市で

あるチェスト！
キバレ！市実行委員会だよりvol. ５

未来あるいちき串木野市の皆様へ
みその各店の「美味しい」を詰め込んだ渾身のお弁当、
みなさまの大切なお集りにお役立てください。

★お問合せ　お届け料理　味工房みその　☎080-4402-5442（受付時間 9：00 ～ 17：00）

こちらの２次元コードから、
仕出し商品のご確認・ご購入
ができます。

※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

このほかにも各種仕出しお弁当、オードブルご用意してございます。

アルバイト様・パート様大募集『未来あるいちき串木野市』で共に働きませんか
仕事内容・調理・接客・配達　なんでもお気軽に聞いてください（仕事内容・働ける時間・早朝６時からの勤務もございます）
お問い合わせ・こだわりとんかつ味工房みその　☎０９９６－３３－１５５０（担当・竹本）

お届け みその ☜ https://kagoshima-obentou.com

和遊膳（ちらし寿司）
お造りの入ったちょっと贅沢な和風お弁当です。
慶事・法事、職場での公式な会合等におすすめです。
ごはんにはちらし寿司を用いております。
ご注文は 2個以上から承ります。
前日午前中までにご予約をおねがいいたします。
2,620 円（税込）

〔 広 告 〕

あと505日 あと526日
（５月20日現在）

　  令和5年10月開催！燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会本市開催競技の会期等決定！
燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会いちき串木野市開催競技の競技会会期および競技会場が決定しました。

全ての競技会会期が決定し、より一層盛り上げていきますのでご協力よろしくお願いします。

○○特別全国障害者スポーツ大会（かごしま大会）
実施競技名 競技会会期 競技会場

正式競技 車いすバスケットボール
（身体障害者）

令和５年10月28日（土）～
　　　　10月29日（日） 市総合体育館

○○特別国民体育大会（かごしま国体）
実施競技名 競技会会期 競技会場

正式競技

バレーボール競技
（成年男子）

令和５年10月８日（日）～
　　　　10月11日（水）

市総合体育館バスケットボール競技
（少年女子）

令和５年10月12日（木）～
　　　　10月16日（月）

デモンストレーション
スポーツ

3B体操 令和５年５月14日（日）
少林寺拳法 令和５年６月25日（日）

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会いちき串木野市実行委員会事務局（シティセールス課国体推進係内）
☎33-5642　FAX 32-3124　メール c-kokutai@city.ichikikushikino.lg.jp
ホームページ http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/kokutai/index.html

問合せ

上履き・体育館シューズを
ご持参ください。
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いちきいちき

串木野
地域おこし
協力隊からのワクワク便

　地域おこし協力隊着任から 1年が過ぎ、活動の幅がだんだん広がってきました。
市内全ての飲食店を巡り、馴染み深い場所も増え、体重も増え、楽しんで活動して
います！今年度もミッションである国際交流・多文化共生推進事業に加えて、イラス
ト、映像制作などにも力を入れていきたいと思います。

【４月の活動】
○○日本語教室がスタートしました！
　地域の日本語学習者を支援するボランティア育成を目的とした「日本語
サポーター養成講座」が始まりました。サポーターの皆さんはやさしい日
本語について学んだり、留学生や技能実習生と交流したりしました。5月
からは「外国人のための日本語・日本理解講座」も始まります。（月 1回、
交互に開催）

○○ホームページを開設しました！
　１年間の活動一覧、イラスト作品のほか、英語学習に使えるデータ素材なども公開し
ています。順次更新していきますので、ぜひご活用ください。kanongoto.comで検索！

○○市 PR 動画を作りました！
　本市で新たに生活を始める人向けの動画を、市のYouTube（右の二次元コード）にアッ
プしました。移住したての方にはこの街でどのように暮らすか想像していただき、いち
き串木野育ちの方には知っている場所やものを新しい視点で楽しんでいただけるかと思います。この動画に
登場するのは全て市役所職員で、若者の目線でこの街を語ってくれています。１年間で私が大好きになった
この街や人々への思いをよく描けたと自負しております。ぜひご覧ください！

No.8おれんじコーナーおれんじコーナー

“最近、物忘れが気になる”など、心配や不安があったら
まずは地域包括支援センターにお気軽にご相談ください。

こんにちは！認知症地域支援推進員の逆瀬川です。
今回は“認知症の人と家族の会”について紹介します。

＊相談窓口＊
地域包括支援センター
（串木野庁舎�２階）
昭和通133-1
☎33-5644

認知症の人にも 愛  がいっぱい
いちき串木野市

I c h i k i k u s h i k i n o s h i認知症の人と家族の会とは？
　認知症の人と家族の会は、名前の通り、認知症の人
とその家族や関係者が介護の意見を交換したり、情報
を得たりして交流できる場です。
　自分や家族が認知症になると、本人だけでなく家族
の生活が変わったり、認知症を受け入れることが難し
かったりして、なかなか前向きな気持ちになることが
できず、不安や悲しみ、悩みを抱えている方も多いか
と思います。
　自分たちだけで頑張っても解決しないことも、認知
症で悩める人同士が交流し情報交換をおこなうこと
や、介護の先輩や専門職からアドバイスをもらうこと
で、気持ちも介護も楽になることがあります。

　認知症の当事者や、その家族でない方でも、興
味のある方はどなたでも参加できます。お気軽に
ご参加ください。

認知症の人と家族の会認知症の人と家族の会
いちき串木野支部　かたいもんそ会いちき串木野支部　かたいもんそ会

後藤香音
Profile�Picture: こじょうかえで

＊偶数月の第 3 木曜日　13：00 ～開催＊
今年度は、6月 16日・8月 18日・10月 20日

12月 15日・2月 16日の予定です。
※ 新型コロナウイルスの感染状況により中止にな

る場合があります。

PR 動画は市の研修などで使われています。

（令和元年12月の様子）
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CIVIC  NEWS

市政ニュース
CIVIC NEWS

市ではこんなことをしています

　３月16日、市防災センターで、市内在住の在
留外国人の方を対象とした「外国人のための日本
語・日本理解講座」を開催しました。講座では、
擬音語や日本語学習者が間違えやすい日本語を
学んだり、日本語サポーターと技能実習生とのグ
ループワークを行ったりして、交流を図りました。
　令和４年度は、本講座を 5月から実施します。
友人など近くに外国人の方がいらっしゃいました
ら、ぜひ本講座についてご紹介ください。詳し
くは、市ホームページまたは右の
二次元コードから市国際交流協会
Facebook をご確認ください。

　「いちき串木野市縁結び隊」が、３月 27 日に
セミナーを開催しました。
　参加者は今どきの結婚・婚活事情やパートナー
探しのコツなどを学んだあと、練習婚活に挑戦！
婚活力をアップしました。
　縁結び隊は、結婚を望む独身の方に出会いの場
を作り、結婚までをサポートする団体です。人生
経験豊富な７名の隊員（世話役）が、あなたにぴっ
たりの相手と縁を結ぶお手伝いをします。
　現在約 50名が登録しています。年会費・登録
料は無料です。結婚なんてまだ先の話…そう思っ
ている方も、まずはお気軽に会員登録から始めて
みませんか。詳しくは右の二次元
コードから市のホームページをご
覧いただくか、企画政策課へご連
絡ください。

外国人のための日本語・日本理解講座
企画政策課（☎33-5628）

婚活力アップセミナーを開催しました
企画政策課（☎33-5628）

市長の主な動き（４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（金） 辞令交付式（市職員・関係機関）

4（月）・生福保育園開園式・入園式
・県知事訪問（県庁）

6（水）
・交通安全啓発運動「旗の波」（大原交差点）
・ 春の全国交通安全運動広報・地域安全運動出

発式（串木野庁舎玄関前）
7（木） 串木野高校入学式
9（土） 照島神社春季大祭
10（日）徐福像清掃作業
12（火）薩摩金山蔵開運神社創建大祭
13（水）川内原子力発電所視察
15（金）転入教職員宣誓式及び研修会（いちきアクアホール）

16（土）・市女性団体連絡協議会総会（市来庁舎）
・知事とのふれあい対話（いちきアクアホール）

17（日）黎明祭

日にち 内　容

18（月）
・ 県高規格幹線道路建設促進協議会総会（鹿児

島市）
・令和 4 年度第 1 回県市長会定例会（鹿児島市）

19（火）県市町村連絡会議（オンライン会議）

21（木）
・ 市町村社会基盤整備推進協議会理事会・総会
（鹿児島市）

・ 全国治水砂防協会鹿児島県支部懇談会（鹿児
島市）

22（金）原子力安全対策連絡協議会（市長室・持回り協
議）

24（日）関東鹿児島県人会連合会大会（東京都）
25（月）総務省訪問（東京都）
26（火）Ｂ＆Ｇ県連絡協議会会計監査（市長室）

27（水）
・市防犯協会総会（防災センター会議室）
・県環境保全協会日置支部総会（日置市）
・ 市スポーツ協会理事会・総会（いちきアクア

ホール）
29（金）串木野神社春季例大祭

30（土）「全国和牛能力共進会鹿児島大会」決起大会（鹿
児島市）
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　５月９日、公益財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団（B&G財団）による第二期「防災拠
点の設置および災害時相互支援体制構築」事業の決定書授与式が防災センターで行われ、B&G財団の朝日
田智昭常務理事から中屋市長へ支援金決定通知書が手渡されました。
　決定通知書を受け市長は、「近年は台風や大雨、地震など毎年のように災害が発生し、被害は甚大化して
いると感じている。今回支援を受ける油圧ショベルやダンプなど、早い段階で迅速な災害復旧作業に役立
つと期待している。広く活用していきたい」と感謝を述べました。
　この事業は、災害発生時の緊急対応に必要な機材の配備や
災害現場で活動するための人材育成などにかかる費用につい
て、3年間で総額 4,400 万円を上限に助成されるとともに、
周辺自治体との災害時相互支援体制づくりを推進するもので
す。
〇配備予定の主な資機材
　・油圧ショベル　　　　・スライドダンプ　　・救助艇
　・防災倉庫　　　　　　・軽トラダンプ　　　・ドローン
　・スポットクーラー　　・蓄電池　など

B&G財団から4,400万円の支援決定
まちづくり防災課（☎33-5631）

　令和４年４月１日付けで新しい農業委員・農地利用最適化推進委員が任命・委嘱されました。これから
地域の農業振興に取り組んでいきます。農地に関することは、お近くの農業委員、農地利用最適化推進委
員並びに農業委員会事務局に、お気軽にご相談ください。農地利用最適化推進委員は担い手への農地の利
用の集積をはかり、遊休農地の発生防止に努めます。

新しい農業委員・農地利用最適化推進委員が決まりました
農業委員会（☎21-5118）

※印の方は農地利用最適化推進委員になります。

担当地区 氏　　名 電話番号 担当地区 氏　　名 電話番号
（１班）
冠岳　生福
上名　大原
中央　本浦
照島　　　

　川畑　千秋（川畑）
　西　　美香（下石野）
　前田　浩二（別府）
　野元　京子（野元）
※藤園　宗男（大園）

32-0966
32-1830
33-2154
32-3784
32-5923

（２班）
羽島
荒川
野平
旭

　蓑手　幹夫（寺村）
　外薗　健藏（平江）
　古賀久美子（中尾町）
　久木山純広（浅山）
※井手迫正博（芹ケ野）

32-6639
32-0617
32-8462
32-6548
32-6081

（３班）
川南　川北
湊　　湊町
川上　　　

　樋ノ口正信（寺迫）
　西村　四男（寺迫）
　木場由美子（崎野）
　池田　善之（木場迫）
※永井　美治（中井原）

36-3260
36-2357
36-3004
36-3053
26-0170

（後列左より）　樋ノ口委員　井手迫推進委員　池田委員　（顔写真）蓑手委員
（中列左より）　永井推進委員　川畑委員　西村委員　外薗委員　久木山会長代理　藤園推進委員
（前列左より）　木場委員　西委員　前田会長　古賀委員　野元委員
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お薬いくつ飲んでいますか？
健康増進課（☎33-5613）

　高齢になると、複数の病気を持つ人が増えてきます。病気の数が増え、受診する医療機関が複数になる
ことも、薬が増える原因となります。
　75歳以上の高齢者の４割は５種類以上の薬を使っています。高齢者では、使っている薬が６種類以上
になると、副作用を起こす人が増えるというデータもあります。

　・肝臓や腎臓の働きが弱くなり、薬を分解したり、体の外に排泄したりするのに時間がかかる。
　・�薬の数が増えると、薬同士が相互に影響し合い、効きすぎたり、効かなかったり、副作用が出やすく
なることがある。

　・ふらつき、転倒、物忘れ
　・�うつ、せん妄（頭が混乱して興奮したり、ボーっとしたりする症状）、食欲低下、下痢、排尿障害な
ど

　�　気になる症状があっても、勝手に薬を止めたり、減らしたりするのはよくありません。薬が多いから
と言って必ず減らすべきということではありません。薬によっては、急にやめると症状が悪化したり、
思わぬ副作用が出ることがあります。
　�　病気ごとに異なる医療機関にかかっている場合は、薬が重複したり増えすぎないよう、使っている薬
を（サプリメントなど市販薬も含めて）正確に伝えましょう。
　　かかりつけの医師や薬剤師を持ち、自分の病気と薬を全て把握してもらうと安心です。

高齢者で副作用が起こりやすい理由

「ポリファーマシー」って聞いたことがありますか？
　多くの薬を服用しているために、副作用を起こしたり、きちんと薬が飲めなくなっ
たりしている状態をいいます。単に服用する薬の数が多いことではありません。

高齢者に多い薬の副作用・症状

かかりつけ医師や薬剤師に相談

　○かかりつけ医師や薬剤師をもつ
　○自己判断で薬の使用を中断しない
　○使っている薬は必ず伝える
　○お薬手帳は 1 冊にまとめる
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○差押えた動産や不動産はどうなるのか？
　滞納処分として差押えた動産や不動産は、イン
ターネット公売、県・市町合同公売会、不動産公
売会等で公売され、その代金は滞納している税金
に充てられます。

○滞納者への行政サービスの制限
　市では、納税者の公平性を確保するため、滞納
者に対し、行政サービスの制限を設けています。
　例えば、市営住宅の新規入居の制限、子育て支
援金等補助金の交付制限、国民健康保険証の有効
期限の短縮、高額療養費の支給制限などです。
○安心便利な口座振替を！
　金融機関口座からの自動引き落としによる安
全、確実な口座振替が大変便利です。

【口座振替の手続き方法】
　次の①または②のどちらかで手続きできます。
①税務課または市来庁舎市民課での手続き
　振替ご希望の金融機関（鹿児島銀行、ゆうちょ
銀行、南日本銀行、鹿児島相互信用金庫、鹿児島
信用金庫）のキャッシュカードをご持参ください。
②金融機関での手続き
　納付書・通帳・届出印を各金融機関へご持参の
うえお手続きください。
※ 納付が困難な場合や納税相談が必要な場合は早

めにご連絡ください。また、毎月第４日曜日の
午前中に納税相談や税の納付ができます。

　税金は、市民の皆様が安心して暮らしていくた
めの大切な財源です。市税等を滞納すると督促料、
延滞金も併せて納付することになり、経済的にも
不利益が生じます。
　本市では、税負担の公平性を確保するため、市
税等の滞納処分を強化しています。
○財産差押えの強化
　再三の納付催告（催告書、電話、訪問等）にもか
かわらず、納税相談もなく納税に対する誠意がみ
られない、あるいは納税を拒否する、納税誓約を
守らない滞納者に対し、捜索（※１）を含め、財産
調査を徹底して行い、預金や不動産のほか、給与
や生命保険、自動車、動産（※２）などの差押えを
強化しています。
※１　�滞納者の住居や店舗などに立ち入り、差押えるべ

き財産を捜すことで相手の意志にかかわりなく行
う強制調査。令和３年度は４件実施。

※２　�日常生活に不可欠な衣服や家具など、法律で差押
えが禁止されているもの以外のもので、テレビ等
家電製品、腕時計等生活用品など。

写真：捜索状況

写真：タイヤロックした車両

★令和３年度の主な滞納処分★
・預貯金差押�345 件　所得税還付金差押�15 件
・その他の債権差押��７件
　（内訳)年金��１件　軽自動車売買代金��１件
　　　　家賃収入��４件　生命保険��１件
・不動産差押��９件
・動産差押��４件（家宅捜索４件）

市税等の滞納処分を強化しています
税務課（☎33-5615）
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あなたも自衛隊に入隊しませんか？
令和４年度いちき串木野市出身入隊者紹介

氏　名：榎園　武人
入　隊：陸上自衛隊
出身校：城西高校
～今後の抱負～

後期教育に向けて前
期教育も全力で頑張
ります！

氏　名：税所　まい
入　隊：陸上自衛隊
出身校：鳳凰高校
～今後の抱負～

人の為に全力で働く
自衛官になりたい！

氏　名：瀬戸口史音
入　隊：航空自衛隊
出身校：明桜館高校
～今後の抱負～

日々成長し、１人前
の自衛官になる！

氏　名：福山　怜花
入　隊：陸上自衛隊
出身校：神村学園
～今後の抱負～

国民から信頼される！

氏　名：前田　彰人
入　隊：陸上自衛隊
出身校：鹿児島商業高校

～今後の抱負～
何事も真摯な姿勢で臨
む！

氏　名：溝上　竜馬
入　隊：海上自衛隊
出身校：�宮崎福祉医療

カレッジ
～今後の抱負～

国民から尊敬される自
衛官になる！

氏　名：野下　美羽
入　隊：陸上自衛隊
出身校：川内商工高校
～今後の抱負～

国民から信頼される自
衛官になる！

　令和４年度、いちき串木野市にお住いの７名が入隊されました。我が国の平和と独立を守り、国民の安
心と安全のため、７名の方々の今後の活躍を祈念致します。
　また、一般曹候補生、自衛官候補生等各種採用試験受付中です。採用や自衛隊に関する事などお気軽に
お問い合わせください。

自衛隊鹿児島地方協力本部 薩摩川内出張所
☎22-2401（FAX 兼用）
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薩摩藩英国留学生記念館
（☎35-1865）れいめいの風

★★★ みんなでつくろう　安全安心の街 ★★★

～毎月11日は「地域安全推進の日」～

●薩摩藩英国留学生記念館ホームページ

薩摩スチューデントが残した裃
と使っていた手水鉢

令和４年５月号
まちづくり防災課
（☎33-5631）

〇問合せ　いちき串木野地区防犯協会（いちき串木野警察署内）　☎ 32-9710

展示
資料紹介
vol.3

　鹿児島城下を旅立った薩摩スチューデントたちは元治２年正月 21 日（1865 年
２月 16 日）、羽島に到着。グラバーが手配した蒸気船が姿を現すまでの２か月間、
海岸に近い藤崎家と川口家に分かれて逗留しました。その２軒には、太平洋戦争や
昭和 41 年の羽島大火の難をまぬがれた数少ない資料が残っています。
　一つ目は、藤崎家に残されていた「裃（写真上）」です。残念ながら、この裃が
誰のものであったのかは不明ですが、代々藤崎家で大切に引き継がれてきたもので
す。二つ目は、川口家に残っていた薩摩スチューデントたちが使ったという「手水
鉢（写真下）」です。また、川口家には当時彼らの世話をした久里が語ったという
次のエピソードが残されています。毎日羽島の海で採れた新鮮な魚が料理され、酢
の物やがねの天ぷらなどを振舞ったことや平身川での洗濯が大変だったこと、風呂
で背中を流してあげたこと。出発の際、帰ったらまた会いにくるから、元気でいて
くださいと言葉を残していったことなど。
　旅立つまでのわずかな時間ではありましたが、彼らにとって羽島の方々とのふれ
あいが、これから挑む命がけの旅路や責務に対する不安を和らげたに違いありませ
ん。

記念館スタッフ　畠中　敬子

～「いかのおすし」を子どもに教えて犯罪から守りましょう！～

～自転車防犯登録はお済みですか？～

　新学期が始まって約２か月。子どもたちも学校生活に慣れてきた頃です。“慣れ” による心の隙が生
じやすい時こそ、子どもが犯罪に巻き込まれないよう、今一度「いかのおすし」について家庭で確認し
合いましょう。
　市内には子どもたちが不審者に遭遇した時などに
駆け込むための「子ども 110 番の家」ののぼり旗の
あるお店などが 75か所あります。子どもの通学路や
近所のどこにあるか子どもと一緒に確認しておきま
しょう。
　併せて、市民の皆さんは散歩、買物等をしながら
の “ながら見守り” による子どもの見守りをお願いし
ます。

　自転車を購入または譲渡された場合は、必ず防犯登録をしましょう。
　防犯登録することで、自分の自転車・単車が紛失した場合、より早く発見されやすくなります。なお、
自転車の防犯登録は販売店または防犯協会ででき、600円の手数料が必要です。自分の自転車は、自分
で守りましょう。
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本ひより本ひより
～みつけよう。私だけの一冊～

巡回日 ステーション 到着時間

７日 （火）

旧平江公民館東
浜町市場通り会無料駐車場
浜ケ城（旧南商店隣）
塩田団地

13：55
14：30
15：05
15：50

８日 （水）
ウッドタウン
八久保公園（麓）
酔之尾東団地

13：40
14：20
14：55

９日 （木）
中組集落センター
迫公民館
川南交流センター

13：55
14：30
15：10

17日 （金） ひばりが丘団地 14：15

23日 （木）
県営橋ノ口住宅
県営市来住宅
市来駅前

13：40
14：15
14：50

◆６月のおはなし会
　�本館
　　11日、25日（土）15：00～（30分程）
　　ひよこ絵本　５日（日）11：00～（20～ 30分程）
　　　　　　　　（乳幼児向けおはなし会）
　�市来分館
　　４日、18日（土）11：00～（30分程）

◆ 6 月の臨時休館

 ６月 20 日（月）
　職員研修及び消防訓練等のため本館・分館とも休館に
なります。図書の返却は返却ポストにお願いします。
※６月 19日（第 3日曜日）は通常の定期休館日です。

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

一般図書
【本館】

『奏鳴曲　北里と鴎外
A Sonata by Two 

Doctors 』
海堂　尊 /著
文藝春秋

　ドイツ留学を経て、ペス
ト菌を発見し、〝日本の細
菌学の父″の異名を持つ北
里柴三郎。同時期にドイツ
で学んだ軍医総監の森鷗
外。感染症と戦い続けた 2
人の「栄光」と「蹉跌」。

児童図書
【本館】

『おめめの
めがみさま』

よしむら　あきこ
/作・絵・デザイン

教育画劇

　めがヒリヒリ…。どうし
て？「め」のめがみさまが、
大切なめを守るため、筋肉
がほぐれる体操などを、わ
かりやすく教えてくれる絵
本。

一般図書
【分館】

『スリルライフ』

新庄　剛志 /著
マガジンハウス

　「チームプレーはいらな
い」…。様々な奇想天外な
言動の裏に隠された、「努
力」と「人生哲学」とは。
13 の自伝的ストーリーと
79 の質問から、人間・新
庄剛志の真の姿に迫る。

児童図書
【分館】

『スプーンと
フライパン』

新井　洋行 /作
佼成出版社

　ふとんとまくらが出会う
と、ポンポンポン！スプー
ンとフライパンが出会った
ら、カンカンカン！ふたつ
のものが出会うと、どんな
音が生まれるのかな？楽し
く音の感性を育む絵本。

◆６月の移動図書館車巡回日程
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