
県防犯功労者表彰を受賞

　９月６日、石神斉也さんが鹿児島県犯罪のない安全
で安心なまちづくり県民会議会長（県知事）より令和
４年度県防犯功労者表彰を授与されました。
　石神さんは、長年にわたり、交通量の多い交差点に
立哨して、登校する子どもたちの見守り・声かけを実
践してきたほか、地域安全モニターや市青少年育成補
導員などを歴任し、安全で安心な地域づくりに大きく
貢献されました。
　受賞おめでとうございます。

　９月 24 日、秋晴れの下、第 15 回 B&G 杯パーク
ゴルフ大会が開催され、熱戦が繰り広げられました。
●男性の部
・優　勝　園田　正二　　（95）
・準優勝　星原　保男　　（95）
・第３位　藤田　久二　　（97）
●女性の部
・優　勝　藤田　由美子　（94）
・準優勝　今村　映子　　（103）
・第３位　花立　好子　　（105）
※カッコ内の数字はスコア

　秋の全国交通安全運動の活動の一環として、いちき串木野地区安協・安管青年部では、生冠中学校・羽島中学
校・神村学園中等部の三校の中学生と協力し、交通安全三角 POP を作成しました。
　作製した三角 POP は市内の販売店や飲食店などに、いちき串木野警察署・安協・安管青年部などを通じて配
布し、広く事故防止を訴えます。
　今回は、濵田酒造（株）伝兵衛蔵販売店で出発式を行いました。濵田酒造（株）では、関連会社・販売店など
で POP を展示していただけます。

濵田酒造（株）伝兵衛蔵販売店 生冠中学校

羽島中学校 神村学園中等部

第1５回 B&G 杯パークゴルフ大会

いちき串木野地区安協・安管青年部 交通安全三角 POP 活動
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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

　認知症を理解し一緒に歩む県民週間（９月 18 日～ 24 日）の期
間中に開催した、認知症本人ミーティング “もっとかたいもんそ
～はじめましての会～” では、認知症本人の想いやこれから認知
症になる方へのメッセージを書いて寄せ書きを作成し、串木野庁
舎ロビーで展示しました。
　認知症の人が単に支えられる側ではなく、認知症の人が認知症
とともによりよく生きていくことができるような地域にしていき
たいですね。

・認知の自覚はありますが、考えてばかりはいられないのでできるこ
とをしていきたい！まだできることは何でもしたい。
・毎月、同級生との飲み会に参加することを続けたい。なかなか話が
できないけど、いつかまたみんなと思いっきり話したいと目標を持っ
ています。認知症が自分でもよく分からないけど、診断を受けても自
分は変わらない。
・友達と毎週土曜日に会って飲ん方をするのが生涯楽しみです。死ぬ
まで続けます。いろんな人と会って語って閉じこもらないのが一番！
・出来る事は何でも引き受ける。目標の散歩も続けて、串木野の３神
社で願う！妻の回復を祈る！！
・船のことなら何でもおまかせください！半プロです。特にエンジン
が強いです。病気のことは考えないで前向きに！

　９月５日から 16 日までの約２週間、私の後輩に
あたる清泉女子大学地球市民学科の３年生３名をイ
ンターン生として受入れました。このインターン事
業は、11 月に品川区の同大学で開催される学園祭に出展するいちき
串木野市の紹介ブースをインターン生が企画運営するという今年度が
初となる取り組みです。学生は２週間でサワーポメロ農家、焼酎蔵、
つけあげ店や薩摩藩英国留学生記念館等をめぐりながら、本市の特産
や文化を学び、生産者や事業者との交流を行いました。

　今の大学３年生はコロナ禍突入と同時に入学したため、入学式の中止等、学内の様々なプログラムが変
更となり、学生生活の大半をオンライン授業で過ごしてきた学年です。今回参加した３名にとっては、学
生生活で最長の外泊のプログラムでした。それに加え３名とも初めての鹿児島訪問ということで、普段生
活する東京とは違う、本市独自の魅力にたくさん出会いました。温泉や夕日などの自然のパワーに感動し、
サワーポメロ、つけあげ、焼酎等の作り手さんの熱い想いに胸を打たれたようでした。
　私自身、本市に移住して 1 年半が経過し、まだまだ日々新しい発見が
あります。独特な文化と魅力がある本市は学生にも様々な発見がある素
晴らしい学びの場になると確信し、このインターンシップに携わりまし
た。見てほしいもの、会ってほしい人が多すぎて、特に一週間目は大忙
しのスケジュールになってしまいました。
　学園祭に向けて、先輩としてサポートをする一方で、どのようなブー
スが仕上がるのか、一市民として、とても楽しみです。

No.13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 “認知症の本人からのメッセージ” を紹介します。

＊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 本人からのメッセージ ～

深水 布由実
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市政ニュース
CIVIC NEWS

市ではこんなことをしています

　９月 16 日、清泉女子大学（東京都品川区）及
び株式会社ソラシドエア（宮崎市）と連携・協力
に関する三者協定を締結しました。
　この三者協定は、地域社会の発展と人材育成を
目的とした相互の連携を図るためのもので、これ
までの活動に加え、三者の取り組みを行うことで
本市の発展に役立つことが期待されます。

　９月 28 日、本市海外販路開拓事業として、シ
ンガポールの現地系フード＆バー「Dark Horse」
において、本市の食材を使用したメニューフェア
を開催しました。
　会場には約 80 名が来場しました。サワーポメ
ロを使用したカクテルやプリン、まぐろの炊き込
みご飯、焼酎などのメニューに舌鼓を打ち、高品
質ないちき串木野の「食」に高い関心を寄せてい
ました。
　また、現地インポーターからも「通年で仕入れ
たい」「他の商材も試したい」と
高評価をいただき、海外での商流
構築の可能性に大きな手応えを感
じることができました。

　９月 16 日、濵田酒造株式会社から、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のため、消毒に使用可
能な高濃度アルコール商品「HAMADA SPIRITS 
77」336 本（12 本入、28 ケース）が寄贈され
ました。
　いただいた商品は小・中学校・幼稚園に配布し、
手指等の消毒液として児童、生徒、園児の新型コ
ロナウイルス感染症対策に役立てることとしてい
ます。温かいご厚意をありがとうございました。

清泉女子大学・ソラシドエアと
連携・協力協定を締結

シティセールス課（☎33-5620）

シンガポールで
いちき串木野食材フェアを開催

シティセールス課（☎33-5620）
濵田酒造（株）より

学校等へ高濃度アルコール商品を寄贈
教育総務課（☎21-5126）

市長の主な動き（９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（木）・辞令交付式（市長室）
・新日本プロレス表敬訪問（市長室）

3（土） 市長杯パークゴルフ大会（パークゴルフ場）
4（日） 市民ゴルフ大会（日置市）
5（月） 薩摩沖洋上風力関係者合同勉強会（いちきアクアホール）
6（火） 市議会（一般質問）
7（水） 市議会（一般質問）

8（木） 県防犯のない安全で安心なまちづくり県民会議表
彰伝達式（市長室）

10（土）「食彩の里いちきくしきの」エリア・五反田川河川敷清掃
11（日）市来中学校体育大会

16（金）清泉女子大学、ソラシドエアとの連携・協力に関
する協定調印式（市長室）

17（土）新日本プロレス観戦（総合体育館）
18（日）災害対策本部会議（防災センター）
19（月）災害対策本部会議（防災センター）
20（火）市議会（最終本会議）

21（水）
・ 交通安全啓発運動「旗の波」（国道 3 号市来庁舎

前付近）
・秋の全国交通安全運動出発式（市来庁舎）

23（金）・大里虫追踊
・拾い箱設置セレモニー（照島海岸）

25（日）荒川小学校運動会
27（火）汐見ソフトボール九州大会準優勝報告（市長室）
30（金）洋上風力調査研究協議会勉強会（防災センター）
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教育総務課（☎21-5126）
特認校（小規模校入学特別認可）制度による児童募集

　山間部の恵まれた自然環境にある小規模校の特性を生かして、個に応じた体力つくりや学ぶ楽しさを体験させ、
思いやりの心に満ちた子どもを育てたいと希望する保護者・児童に、一定の条件のもと、通学区域を越えて入学・
転学を認めるものです。

１．特認校制度の趣旨と目的

○送迎が困難な方でスクールバス・タクシーを希望し、利用される場合は負担金を徴収します。
　世帯に利用者が１人のとき月額2,000円。２人目以降は月額1,000円。
　・１年間の利用で、11か月分を徴収します。　　・世帯の所得状況等に応じた減免措置があります。
○ 地区ごとに乗降場所を指定しています。指定場所までは保護者の責任において、各自集合することになります。
※ スクールバス、スクールタクシーの利用者数には限度があります。市が交通手段を準備できない場合は、保

護者送迎等による通学となりますので御了承ください。

※特認校へは、自力による通学（保護者による送迎等）が原則です。３．通学について

（1） 期　　間・・・・・・・１年間の通年通学に限ります。
（2） 対象学年・・・・・・・小学１年生～６年生
（3） 入学・転学の制限及び許可の取り消し
　　ｱ .  新規申込の場合、特認校への入学・転学を許可することで、現住所地の通学区域の学校において、対象学

年が学級減になる恐れが生じる時、または対象学年の児童数が少なく、学級運営に支障が生じると見込ま
れる時などは、入学・転学を許可しない場合があります。

　　イ .  申込の事実と異なり、趣旨・目的に合わない事由が生じ、支障があると認められる時は、入学・転学を取
り消すことがあります。

（4） 保護者の協力
　　 児童が正規の通学区域を越えて通学することから、登下校における安全の確保、ＰＴＡ活動等への協力、そ

の他学校の指導等に対する保護者の協力が不可欠です。

２．入学・転学の条件

（令和５年度特認校として指定する学校）
学校名 所　在　地 電　話

旭 小 学 校 金山14067番地 32-1724
荒 川 小 学 校 荒川2347番地1 32-2010
川 上 小 学 校 川上1200番地 36-2044

（令和５年度特認校へ転学できる学校）
学校名 所　在　地 電　話

串木野小学校 日出町536番地 32-1738

○○ 募集期間
　 11 月１日（火）～ 30 日（水）（土日祝日は除く）
○○ 申込
　  入学を希望する各学校へ募集期間内に申込書を提出してく

ださい。申込用紙は 11 月１日から配布します。特認校３校、
教育委員会教育総務課（市来庁舎３階）にあります。

　 なお、申込者については、後日、面談を行います。
○○ 特認校へ入学・転学できる期間
　  令和５年４月１日～令和６年３月 31 日（１年間）継続し

て通学を希望する場合も再度申し込みが必要です。
○○ 入学・転学の認可等
　  令和 5 年 2 月上旬頃、保護者に結果を通知します。
　  入学・転学が決定したら、教育総務課で学校の指定変更手

続きを行ってください。
○○ 学校見学等
　  特認校の参観・見学等ができます。
　  希望する方は、直接各学校へ連絡してください。

⃝ 令和５年度募集要項
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　特認校制度は、串木野地域では平成 12 年度に、市来地域では平成 16 年度に開始されています。
　制度発足当時は、「特認校へ転学できる学校」に指定された照島・市来小学校の学級数は全学年で２学級以上ありま
した。現在では、児童数が大幅に減少し、照島小学校が各学年１学級の６学級となっています。市来小学校も１年生・
２年生が１学級で、４年後は全学年１学級となることも想定されます。
　照島・市来小学校は、児童数が減少し、
小規模校化しており、「特認校へ転学できる
学校」として指定し続けることは学級編制
や団体活動等に支障が生じ、教育環境に影
響を及ぼすことが懸念されることから、次
のように方針を定めました。

【今後の方針】　 照島小学校、市来小学校については、児童数、学級数が減少していることを考慮し、令和５年度から、
特認校への転学・入学を認めないものとする。

【経 過 措 置】　 現在の照島小学校区、市来小学校区の特認校児童については、保護者の申し出により、原則、卒業
までは現在通学している特認校への通学許可を申請できるものとする。

【学校再編等】　 児童・生徒の急速な減少に伴い、早急に小・中学校のあり方について検討・協議し、住民の理解を
得ながら、学校統廃合（再編）方針案等の策定を進めていく。

○これまで特認校への転学が許可されていた学校（令和４年５月１日現在）※特別支援学級数は除く

平成12年度 令和４年度
学級数 児童数（人） 学級数 児童数（人）

串木野小学校 25 858 19 584

照 島 小 学 校 15 466 6 170

市 来 小 学 校 14 413 10 271

学校名

年度

４．特認校制度の見直し
　令和５年度から「特認校へ転学できる学校」は、串木野小学校のみとなります。
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企画政策課（☎33-5624）

広聴機能の充実　第２弾
市長が皆さまのお話を直接お伺いします

　市では、〈オープン〉〈分かりやすい〉〈頼りになる〉市役所を目指して広聴機能の充実
を進めています。
　４月に始めた第１弾の「市長へのご意見箱」には、８月までに 40 件の貴重なご意見を
いただいています。
　第２弾として市民と行政が本市の将来について意見交換する「みらいトーク」を設けま
した。

　市長と市政について語り合う団体を募集します。
　希望する団体は、お気軽にお申し込みください。

●対象
　市内に在住または通勤・通学する方で、市内に活動拠点を置く団体等
　 専ら政治、宗教または営利を目的としたものや、専ら苦情、要望等を扱うものは対象に

なりません。

●参加者数　3 ～ 10 人

●申込方法
　 用紙に「みらいトーク申込書」とお書きのうえ、次の事項を記入し、開催を希望する予

定日の 14 日前までに、企画政策課へお持ちになるか、郵送、FAX またはメールでお申
し込みください。

　開催場所は、申込者でご準備ください。
　　　団体名、代表者名、団体の主な活動内容、連絡先（お名前、住所、電話番号）、
　　　開催希望日（後日調整します）、参加予定者数、
　　　テーマ（まちづくりへのアイデア等をお聞かせください）

●申込・問合せ
　企画政策課
　☎ 33-5624　FAX 32-3124
　〒 896-8601 いちき串木野市昭和通 133-1
　メール seisaku4 ＠ city.ichikikushikino.lg.jp

みらいトーク　（ご案内）
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　「市長へのご意見箱」へのご意見は、現在インターネットからいただいています。
　切手を貼らずに郵送できるはがきを準備しましたので、このページの下半分を切り離してお使
いください。
　なお、これまでいただいたご意見のうち、公表することをご了承いただいたご意見をご紹介し
ます。

【ご意見（一部）】
① 家の前の道路が陥没しており大型車が通ると家が振動する。大型車を進入禁止にできないか。
　（回答）当該市道の大型車進入禁止の規制は難しいので、「走行注意」の看板を設置します。
② ５月１日からの保険証が４月 25 日に届いた。余裕をもって送付してほしい。また、書類を市役

所に届けたが、お礼の一言もなかった。
　 （回答） 保険証は新旧保険証の使い間違いがないように期限間際に発送していますが、今後は７

～ 10 日前に届けるようにします。職員の接遇については指導、研修して教育します。
③ 道路わきにオオキンケイギクという特定外来植物が繁殖している。繁殖力が強いので駆除して

ほしい。
　（回答）現地で繁殖を確認しました。市で対応します。

（次ページに続きます）

市長へのご意見箱に郵送用はがきをつくりました
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　市民の皆様の行政に対するご意見やご感想な
どをお気軽にお寄せください。

　市長へのご意見箱は、市ホームページ及びFAX
でもお寄せいただけます。
ホームページ
　いちき串木野市ホーム＞市長へのご意見箱
FAX　0996-32-3124
※お寄せいただいたご意見等については、個人が
特定されないよう配慮したうえで、市の広報紙等
で紹介させていただく場合があります。
【お問合わせ先】
いちき串木野市企画政策課　℡0996-33-5624

　本市の行政に関しないもの、営業活動、特
定の個人や団体等に対する誹謗中傷、個人間
の争いに関するもの等についてはご遠慮くださ
い。
　また、ご意見等の趣旨が判断できないもの
等については、回答いたしかねる場合がありま
すので、ご了承ください。

この線から切って二つに折ってのりづけしてください
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市長へのご意見箱（市政へのご提案・ご意見等）
（件名）

（内容）
について

回答を希望される場合は、おところ・お名前を必ず記入して
ください。なお、個人情報については、ご意見に対する検
討、回答の作成・送付以外の目的には使用しません。

〒
おところ
お名前
℡
ご意見に対するに回答（要・不要）
内容の公表について（了承する・了承しない）
いずれかに〇をつけてください。

折

　っ
　て

　く

　だ

　さ

　い

のりづけしてください

のりづけしてください

の
り
づ
け
し
て
く
だ
さ
い

の
り
づ
け
し
て
く
だ
さ
い

この線から切って二つに折ってのりづけしてください

④公民館に公民館加入者の死亡通知がなかったのはなぜか。
　（回答）個人情報であることから死亡者等の情報を公民館等へ情報提供することはありません。
⑤ 障がいのある子どもがおり、日常生活用具を動かす電気が常時必要である。停電時でも使える

ように発電機の補助をしてほしい。
　 （回答） いちき串木野市障害者日常生活用具給付等事業により助成可能です。機器購入前に福祉

課にお問い合わせください。
⑥ 駅前駐車場の精算機で新 500 円玉が使えなかった。電話で問い合わせると駆け付けるまで 20

分かかると言われた。すぐに対応できないか。
　 （回答） 管理を市内の業者に委託していますが、機器故障の対応は市外の警備会社が駆け付ける

ようになっています。迅速に対応できるようにします。
⑦ 休日に体つくりも兼ねて海岸の清掃ボランティアを行っています。毎回 2 袋以上のゴミを回収

しています。羽島の海岸にゴミ箱が設置されたが、市来海岸にも設置してほしい。
　 （回答） 日頃からご活動いただきありがとうございます。市ではボランティア用のゴミ袋を提供

しています。回収ゴミは市民生活課、支所市民課で受け入れています。海岸のゴミ箱設
置については検討します。

⑧串木野ダムの無料キャンプ場に簡易トイレではなく、正式なトイレを設置できないか。
　 （回答） キャンプ場には、秋のキャンプシーズンに簡易トイレを準備しております。ダム内の小

水林間広場には、トイレがありますが、キャンプ場には現在のところトイレ設置の計画
はありません。
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CIVIC  NEWS

何でもお気軽にご相談ください。
〒896-0014
いちき串木野市元町168

LINE 二次元コード 〈内容等〉
・鐘の無料回収
・ゴミ捨て　　・ペンキ塗り
・庭の手入れ　・リサイクル
・遺品整理　　・買取
・生前整理

TEL.0996-33-0158
担当/水口　信幸

family-benriya.com

引越し・片付け・草刈り
安心価格ですぐやります

携帯.080-3983-4129

（プレミアム商品券が使えます）

ダスキンフランチャイズチェーン加盟店

ダスキン昭和通支店
（有）ウチムラ

鹿児島県いちき串木野市昭和通148
TEL 0996-32-4515　http://www.ucmr.co.jp

シロアリ・害虫獣（ゴキブリ、ねずみ等）
でお困りでしたら・・・
無料で調査、お見積りいたします。
お気軽にお問い合わせください。

いちき串木野電力にてご契約いただきますと、みな

さまの電気料金がいちき串木野市の活性化に繋が

ります！手続きはかんたんです。

是非、お問合せください！

㈱いちき串木野電力 0996－33－6000

◆ はぐくみ応援プラン

◆ いきいき応援プラン

◆ しみん応援プラン

◆ おしごと応援プラン

JAさつま日置 串木野支所 0996-32-1112

JA事業がみなさまの
“くらし”をサポートします。

JAネットローン
　24時間365日受付中
JAネットローン
　24時間365日受付中

〔 広 告 〕

長寿介護課（☎33-5643）

10月はシルバー人材センター事業普及啓発促進月間です
～ まちをつくる まちがいきる 地域社会の担い手 ～

　少子高齢化の進行により、労働力人口の大幅な減少が見込まれています。確かな技術・豊かな経験
を持つ、元気で働く意欲のある高齢者が福祉や社会を支える側に立ち、地域に貢献することがますま
す重要となってきています。シルバー人材センターは、地域の皆様と元気で働く意欲のある高齢者と
の架け橋です。

※会員の登録状況によっては、お受けできない場合があります。

随時、会員募集中 !!（毎月第1水曜日入会説明会開催）

ちょっと人手がほしいとき

地域の高齢者が長年の経験を活かしお手伝いします
シルバー人材センターをご利用ください

●剪定（松を除く）
●大工・障子張り
●ペンキ塗り�など

技能分野

●公園清掃
●草払・除草
●荷造り�など

軽作業分野

●文書管理事務
●宛名書・賞状書
●受付事務�など

事務分野

●パンフレット配布
●集金・配達
●店番・検針�など

折衝・外交分野

●駐車場・駐輪場
●施設管理
●物品管理�など

管理分野

●掃除・室内整理
●食事づくり
●洗濯・見守り�など

家事サービス分野

問合せ 公益社団法人いちき串木野市シルバー人材センター
　☎32-9000  FAX 33-2266
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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

森 有礼著
『米国における生活と資源』

令和４年10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.8

　初代文部大臣の森有礼は、己が信じた道を疑うことなく突き進む
人でした。それがゆえに政敵も多く、最期は若い刺客に暗殺され、
41 歳という若さで人生の幕を閉じることになります。
　そんな森が 1871 年、24 歳の時、米国に外交官として赴任中に、
日本国家の文明と向上を目的として全編英語で書いた『Life and 
Resources in America（米国における生活と資源）』が当館２階に展
示されています。
　「本書は、ランマンの執筆した原稿を森自身が校閲したものといわ
れ、本文は、政治、農業、商業、工業、宗教、教育、文学、芸術、軍事、
裁判、開拓事業などの十三章から成っている。米国文化の全ての分
野にわたり、制度と生活面に重点をおきながら叙述されている。英文で出版されたため、英語を解する
留学生や外交官たちには読まれたらしいが、森が意図したように多くの日本国民たちの間に読み広めら
れるには至らなかった。森としては、公刊後直ちに邦訳する予定であったようであるが、公務の多忙や
時間的不足など諸般の事情で、結局実現を見ずに終わった」（犬塚孝明著「若き森有礼」P.211 より引用）
　森はこの本を通して、日本国民の西洋に対する偏見や誤解を解きたかったようです。もし、日本語版
が刊行されていれば、森の運命も変わっていたかもしれません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記念館スタッフ　畠中 敬子

～「地域安全運動」が展開されました！～
　全国地域安全運動が 10 月 11 日から 20 日まで展開され、本市でも
新型コロナウイルス感染予防に留意しながら、11 日には各駅駐輪場
で自転車防犯点検を、14 日の年金支給日には各金融機関で「うそ電
話詐欺」被害防止を呼びかけるキャンペーンを地域安全モニター、少
年ボランティア、警察署・行政等が一体となって展開しました。

　永年にわたる地域防犯活動に功績があった方々に表彰状が贈られ、そ
の伝達式が 10 月 12 日、市長室で行われました。
＜全国防犯協会連合会表彰（銅賞）＞
・坂口　幸一さん（地域安全モニター）
＜県防犯協会・県警本部長表彰＞
・本田　和幸さん（地域安全モニター）
　また、令和４年度全国地域安全運動モデルポスターコンクールで、神
村学園初等部の次の方々が県表彰を受賞されました。
（銀賞）南　茉莉香さん（２年生）　　（銅賞）森下　結香さん（５年生）
みなさん、おめでとうございます。

～受賞おめでとうございます～
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本ひより本ひより
「この一冊に、ありがとう」（第76回読書週間　標語）

巡回日 ステーション 到着時間

４日 （金） ひばりが丘団地 14：15

８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

９日 （水）
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

16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

24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

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

 　蔵書点検による臨時休館
　期間　11 月 8 日（火）～ 22 日（火）
　　　　※本館、分館共休館します。
　期間中は、本館ロビー及びアクアホールロビーに
て当日の新聞のみ閲覧できます。
※ 詳しい内容は図書館ホームページまたは図書館に

お尋ねください。

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】

『飛び立つ季節 
旅のつばくろ』

沢木 耕太郎　著
新潮社

　初めての一人旅で訪れた
男鹿半島、檀一雄の墓に
参った福岡、吉永小百合と
語り合った伊豆…。JR 東
日本の新幹線車内誌『トラ
ンヴェール』連載などから
35 編を収録した、国内旅
エッセイ集。

『スマホになじんで
おりません』
群 ようこ　著

文藝春秋

　重い腰を上げ、愛猫のた
めにスマホを購入した著
者。待っていたのは、 “便
利だけど不便” な世界だっ
た－。切実さに満ちながら
も思わずクスッと笑ってし
まう、共感満載の奮闘エッ
セイ。『オール讀物』連載
を単行本化。

児童図書
【本館】

『いえのなかの
ぼやき妖怪ずかん
名もなき家事妖怪』

こざき ゆう　文
西武 アキラ　絵

矢野 貴寿　原案・文
ポプラ社

　服がぬぎっぱなし、トイ
レットペーパーが切れたま
ま…。そんな家の中の「名
もなき家事」が、フクヌ
ギッパ、ペーパーカラカラ
などの妖怪になって…。

一般図書
【分館】

児童図書
【分館】

『へんてこ
はやくちことば』

新井 洋行　作・絵
小峰書店

　電車や駅をあらわすマー
ク、進んだ先に信号機があ
るのを知らせるマーク…。
いろんなマークと一緒にへ
んてこはやくちことばを
言ってみよう！思わず一緒
に言いたくなるはやくちこ
とばがいっぱい！

◆11月の移動図書館車巡回日程
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