
まちまちのの　  　  題題話話

　２月 19 日、深田神社で、３年ぶりにガウンガウン
祭が開催されました。五穀豊穣を祈る祭で、県の無形
民俗文化財にも指定されています。
　テチョ（父親）と太郎、次郎の親子が登場し、軽快
なやりとりを交えながら、田つくりの様子を再現しま
す。水田の畦に見立てた盛土を塗るしぐさをしたり、
大暴れする牛を追いまわしたり、即興的でユーモラス
な演技が観客の笑いを誘っていました。

　 ２ 月 17 日、 串 木 野 チ ア リ ー デ ィ ン グ ク ラ ブ
「S

セーラー
AILOR ☆ S

スターズ
TARS」が市長表敬に訪れました。

　「SAILOR ☆ STARS」は１月に行われた USA Regi 
onals 2023 九州大会で好成績を収め、３月 25 日に
千葉県の幕張メッセで開催される全国大会の出場権を
獲得しました。
　キャプテンの川上小６年の内田あかりさんは、「み
んなで心を一つにしていい結果が出るように頑張りた
い」と話していました。
　全国大会でのご活躍を祈念します。

ガウンガウン祭開催

「てぃーたいむとーく」開催

SAILOR☆ STARS が市長表敬

　２月 11 日、川北交流センターといちごハウス木場
で、市地域女性団体連絡協議会が主催する出会い応援
イベント「てぃーたいむとーく」が行われました。本
イベントは、市の「出会いサポート事業」によるもの
で、当日は市内外の 20 歳から 40 歳代までの独身男
女 34 名が参加し、いちご狩りやレクリエーションな
どで楽しいひとときを過ごしました。イベントでは８
組のカップルが誕生しました。

太郎太郎祭開催

　２月 26 日、羽島崎神社で、県の無形民俗文化財に
も指定されている太郎太郎祭が開催されました。祭で
は豊漁豊作、また、数えで 5 歳になる地域の子ども
たちの健やかな成長を祈ります。
　晴れ着の子どもたちが小さな舟を持って、海に見立
てた境内を周回する「舟持ち」のあとは、太郎とテ
チョ（父親）による「田打ち」が披露され、たくさん
の観客を楽しませていました。
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　２月３日、いち
き串木野商工会議
所青年部によるワ
クワク人財発掘プ
ロジェクト企業見
学会が開催されま
した。
　当日は、串木野高校と市来農芸高校の２年生 23 名
が参加。バスで市内事業所６か所を巡り、各事業所で
事業の内容や仕事の説明を受けました。
　参加した串木野高校の土川楓さんは「地域の色々な
職種の現場を知ることができて、就職のイメージがで
きた」と話し、生徒たちの受け入れを行ったモン・
シェリー松下の松下雄太さんは、「高校生に直接事業
説明することが中々無いので、難しい部分もありまし
たが、少しでも自分たちの会社を知ってもらういい機
会になれば」と話しました。

　いちごハウス木場の木場愛美さんが、女性農業経営
士に認定されました。
　女性農業経営士は、農業経営に積極的に参画し、農
家生活や農業経営管理・労働管理等の高度な知識や技
術を有し、発言力や実践力のある地域リーダー的女性
農業者として知事が認定するものです。
　地域の女性リーダーとして今後益々のご活躍が期待
されます。

　２月３日、市来幼稚園の園児達が自作の鬼の面を被
り、豆まきを行いました。
　保育室の窓を大きく開けて豆をまき、園庭では、年
長児が作った赤鬼や青鬼の絵に向けて元気いっぱいま
きました。
　病気鬼、泣き虫鬼、いやいや鬼、食べたくない鬼な
どの心の中の鬼が逃げ出したことと思います。たくさ
んの福の神がやってきますように！

　２月中旬、生福の朝日梅園（池之上果樹園、内田果
樹園）の梅が満開を迎えました。園への入場は自由で、
観光客などでにぎわいを見せていました。なお、梅の
実は５月頃収穫される予定です。

　本市スポーツ推進委員の関根由理佳さん（羽島）が、
九州地区スポーツ推進委員功労者表彰を受賞されまし
た。
　関根さんは平成 17 年４月から 17 年間活動されて
おり、地域スポーツの活性化と普及にご尽力くださっ
ています。今後ますますのご活躍を期待します。
　おめでとうございます。

女性農業経営士認定

ワクワク人財発掘プロジェクト企業見学会
市来幼稚園

豆まき　鬼は外！福は内！

朝日梅園の梅が満開

九州地区スポーツ推進委員功労者表彰
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駅伝選手の力走に大きな感動！
～たくさんの夢と感動をありがとう～

　１月 29 日、早春の霧島路を舞台に、第 36 回鹿児島県地区対抗女子
駅伝競走大会が開催され、総合４位で、B クラス優勝に輝きました。
　また、２月 18 日から 22 日までの５日間にわたり第 70 回県下一周市
郡対抗駅伝競走大会が開催され、大会１日目に日間優勝し、最終日に逆
転で見事総合優勝とＢクラス優勝を勝ち取りました。Ｂクラスからの下
剋上となる総合優勝は 32 年ぶりの快挙となります。
　日置チームの今後の更なる活躍を期待します。

　鹿児島地区の西村選手から、「中
継所で、女性連の方にタオルをか
けていただき、タオルもプレゼン
トしていただきました。初めて
出走した県下一周駅伝で記念にな
りました。ありがとうございまし
た」と感謝のメッセージが送られ
ました。

日置市 南さつま市 南九州市 枕崎市

戦国島津体験館
「よしとし軍議場」

燃ゆる感動かごしま国体�デモンスト
レーションスポーツ�「サイクリング」 桜・お花見スポット 第16回

枕崎ぶえん鰹スタンプラリー

日
時

月・金・土・日曜日
9：30～18：00 5月21日（日） ３月下旬～４月上旬 3月15日（水）～5月15日（月）

場
所 日置市日吉町吉利3067－1 加世田運動公園 岩屋公園

知覧平和公園
枕崎市周辺42店舗

（枕崎市内39店舗、南九州市1
店舗、南さつま市2店舗）

料
金

甲冑体験（約２時間）
大将・副将級（大人）4,000円
一般（大人）3,000円
稚児鎧（小人）2,000円

南さつま海道コース（93㎞）
　4,000円

さつますんくじらコース（57㎞）
3,000円

― ―

問
合
せ

戦国島津体験館よしとし軍議場
099-295-3899

ｻｲｸﾙｼﾃｨ南さつま推進協議会
0993-53-2111

南九州市役所商工観光課
0993-83-2511

枕崎駅前観光案内所
0993-78-3500

内
容

戦国島津の武将をイメージした
甲冑があり、甲冑体験が可能で
す。

かごしま国体に参加してス
ポーツに親しみ、南さつま
路の絶景や交流を楽しんで
みませんか？

岩屋公園内には数百本の桜が
咲き誇り、知覧平和公園では
桜のトンネルを楽しめます。

初鰹の季節に合わせて開催され
るスタンプラリー。
春のお出かけは枕崎へ！

そ
の
他

甲冑体験は事前予約が必要です。
参加申込は、
MinamiSatsuma
ENTRY
ホームページから

薩摩半島×観光HUNT
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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

　２月 27日、28日にMINATOよりあいオフィ
スで、パソコンとインターネットがあれば誰でも
自宅にいながら仕事ができる「在宅ワークセミ
ナー」が開催され、�オンラインを含め 46名が参
加しました。
　セミナーでは、在宅ワークの始め方や注意点を
講話いただくとともに、先輩在宅ワーカーとの座
談会も実施されました。

在宅ワークセミナーの開催
企画政策課（☎33-5650）

市長の主な動き（2月）
日にち 内　容

3（金）・後期高齢者医療広域連合議会本会議（鹿児島市）
・洋上風力説明会・意見交換（防災センター）

5（日） 日置地区生涯学習推進大会（市民文化センター）
6（月） 県地域経済委員会視察研修（～7日）（沖永良部島）
7（火） まちづくり連絡協議会市長と語る会（吹上浜フィールドホテル）
8（水） 日本赤十字社鹿児島県支部評議員会（鹿児島市）

9（木）
・市長と語る会「みらいトーク」（地下大会議室）
・市内 4 漁協要望書提出（洋上風力関係）
・ （一財）岩崎育英文化財団設立 70 周年記念祝賀会（鹿児島市）

10（金）・交通事故防止「旗の波」活動（払山踊場前）
・市町村長研修会（鹿児島市）

11（土）原子力防災訓練

12（日）・青少年みんなの想いプレゼン大会（いちきアクアホール）
・洋上風力シンポジウム（市民文化センター）

13（月）営農の門出を励ます会（市来農芸高校）

14（火）・衛生処理組合議会本会議（議事堂）
・清泉女子大学報告会（アクシアくしきの）

15（水）令和 5 年度当初予算記者発表（防災センター）
16（木）原子力安全対策連絡協議会（鹿児島市）
17（金）SAILOR ☆ STARS 市長表敬（防災センター）
18（土）県下一周駅伝大会激励（鹿児島市）

19（日）・県下一周駅伝大会激励（本市通過）
・深田神社春季例大祭

20（月）市議会（開会日）
22（水）駅伝日置地区選手団反省会（日置市）
25（土）いちき串木野食のまちシンポジウム（アクシアくしきの）

26（日）・川内駐屯地創立 37 周年記念行事
・第 10 回いちき串木野市音楽のつどい（市民文化センター）

27（月）県市町村総合事務組合議会（鹿児島市）
28（火）市来農芸高校卒業式

〔 広 告 〕

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　　・遺品査定

TEL.0996-33-0158
担当/水口　信幸

DVD＆リサイクルショップ

ホームページ

空き家の片付け・草刈り・その他
なんでもご相談ください。

安心価格で、迅速な対応をいたします。

携帯.080-3983-4129

ご法事会席
故人を偲ぶ
大切なひとときを
まごころ込めたお料理で ※写真はイメージです

　４月３日から「MINATOよりあいオフィス」
の開館が次のとおり変更となります。

おしらせ

変更前 変更後
開館時間 9：00～ 17：00 9：00～ 19：00
休館日 土・日・祝日 日・祝日
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　2月 6日、ホテ
ルアクシアくしき
ので高校生のため
の合同企業説明会
を開催しました。
コロナ禍により２年ぶりの開催となった今回は、
串木野高校、市来農芸高校の２年生のほか、神村
学園の外国人留学生の計 56名が参加しました。
　養護老人ホーム市来松寿園の介護職員吉山あす
かさん、上城雄琉さんによる講演の後、参加企業
による企業説明が行われ、学生たちは各企業ブー
スで企業の事業内容や仕事の説明に耳を傾けてい
ました。
　参加事業所の鹿児島銀行の古賀あゆみさんは、
「県内各地で説明等を行っているが、本会場は特
に皆さん熱心に聞いていただきました」と話し、
参加した神村学園日本語学科のイーさんは、「人
と接するのが好きなので、介護の話を熱心に聞い
た」と話しました。

　１月 30日、市来保健センターで、ハローワー
ク伊集院の方を講師に招き、就職を希望する方等
を対象に就職応援セミナーを開催しました。
　今回のセミナーは、子育て世代のママさん方の
参加も多く、履歴書の書き方や面接対策について
学びました。セミナー終了後は、「知りたかった
ことを丁寧に説明してもらえたので受講してよ
かった」、「とても勉強になったので就職活動時に
生かしたい」などの感想が寄せられました。

　長年にわたり各種統計調査に功績があり、統計
行政の発展・向上に大きく貢献したとして、本市
の統計調査員髙田茂子さん（大里）が厚生労働省
政策統括官表彰を受賞し、令和４年度鹿児島・日�
置地区統計大会にて、表彰伝達式が行われました。
　受賞おめでとうございます。
　統計調査は、統計調査員の方々の地道な調査活
動によって支えられています。今後とも統計調査
に対する市民の皆様のご理解とご協力をよろしく
お願いします。

　2月 17日、市内の青パト隊活動を支援するた
め、いちき串木野地区防犯協会から青パト車両燃
油代の助成金が各青パト隊に交付されました。
　今回は、川上、生福、羽島、旭、串中、警友会
の 6青パトの隊長（会長）が出席し、防犯協会長
の中屋市長から交付されました。
　現在、青パト隊は、市内 9団体、138 名、車
両 49台で活動していて、会長からは、地域の安
全、安心のため献身的に活動していただいている
ことに感謝と労いの言葉がありました。

高校生のための合同企業説明会 就職応援セミナーの開催

統計功績者を表彰

青パト隊へ燃油助成金を交付

水産商工課（☎33-5638） 水産商工課（☎33-5638）

企画政策課（☎33-5628）

まちづくり防災課（☎33-5631）
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　市では、食のまちづくり基本計画の第１期計画期間満了に伴い、第２期の計画を
新たに策定しました。
　策定にあたっては、市役所職員によるワークショップや、本年度から本格的に
活動を開始した「いちき串木野食のまち PRパートナー」を中心とした市民ワーク
ショップを実施し、市民・事業者・行政がそれぞれの立場で主体的に取り組める施
策を検討しました。
　今後、本市の「食」が持つ魅力や特性を最大限に活かしながら、計画で定めた取
組施策を進めていきます。
　また、計画の完成を記念して、２月 25日、ホテルアクシアくしきので「いちき
串木野食のまちシンポジウム」を開催しました。第２期計画のお披露目のほか、ゲ
ストスピーカーによる食を通じたまちづくりの事例紹介を実施しました。食のまち
PR パートナーなど約 40名の参加者が熱心に耳を傾け、今後の活動に意欲的な声
も聞かれました。
　第２期基本計画は市のホームページから閲覧できます。また、
市では随時「食のまち PR パートナー」を募集しています。一緒
に食のまちづくりに取り組みませんか。

「第2期食のまちづくり基本計画」を策定しました
シティセールス課（☎33-5640）

食のまちづくり基本計画 PRパートナー

10分

４年ぶり！お待たせ！第63回串木野浜競馬大会
シティセールス課（☎33-5640）

　４月 23日（日）、照島海岸で、「串木野浜競馬大会」が４年ぶりに
開催されます。
　浜競馬は、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りました。
近年は残念ながら中止が続いていましたが、新型コロナウイルス感染
症に負けず４年ぶりに帰ってきました！本市の一大伝統行事であり、
春の風物詩でもあるこのイベントにぜひお越しください。

大会名物のばふーん饅頭
をはじめ特産品が並ぶ、
地元物産展も開催！ 会 場

（照島海岸）

多目的グラウンド
（臨時駐車場）

JR 串木野駅

■日　　時� 4 月 23日（日）9：30～
■場　　所� 照島海岸
■進行予定� 9:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
開会式 予選レース 決勝レース大会式典

無料シャトルバス運行図

※�会場周辺駐車場はなぎさ公園駐車場、まきのせ泌尿器科ですが、大変な混雑が予想されますので、
できるだけ上記の無料シャトルバスをご利用ください。
※�レース表は、会場で当日無料配布します。例年開催していましたお楽しみ抽選会の開催はありま
せん。

（９：00～ 16：00頃までピストン運行）

ウマいよ!ウマいよ!
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令和５年度いちき串木野市スポーツカレンダー
～人が輝き　文化の薫る　世界に拓かれたまち～

【市　内　ス　ポ　ー　ツ　施　設　関　係】

★紙面の都合により掲載していない行事等もあります。

※ 総合体育館は「燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会」
の競技会場です。 
皆様の応援をお待ちしています。

●特別国民体育大会（燃ゆる感動かごしま国体）
実施競技名 競技会会期 競技会場

正式競技

６人制バレーボール
（成年男子）

令和５年 10 月 8 日（日）～
令和５年 10 月 11 日（水）

総合
体育館

バスケットボール
（少年女子）

令和５年 10 月 12 日（木）～
令和５年 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）

●特別全国障害者スポーツ大会（燃ゆる感動かごしま大会）
実施競技名 競技会会期 競技会場

リハーサル大会
車いすバスケット

ボール（身）

令和５年 ６ 月 ３ 日（土）～
令和５年 ６ 月 ４ 日（日） 総合

体育館
正式競技 令和５年 10 月 28 日（土）～

令和５年 10 月 29 日（日）

月 日 曜 大　　会　　（ 行　　事 ）　　名 会  場

4

1 土 鹿児島飛翔オープン大会　 総合体育館

2 日
市サッカーリーグ　 多目的Ｇ
第36回串木野テニスダブルス大会　 市庭球場
第24回市合気道会演武会　 串中武道館

8 土 南九州四県対抗バスケットボール選手権大会県予選（～ 9日）総合体育館
16 日 市ゲートボール春季大会　 秀栄ドーム
29 土 第1回社会人バスケットボール大会サマートーナメント（～ 30日）総合体育館

5

３ 水 第35回小学生バレーボール交流会（～ 5日） 総合体育館・串体セ　他
６ 土 市内小中学生ソフトテニス審判講習会（1日目）市庭球場

7 日
第37回市空手道選手権大会 総合体育館
第78回春季職域ソフトボール大会 多目的Ｇ
第47回市内ソフトテニス大会　 市庭球場

9 火 日置地区高等学校春季バドミントン競技大会 総合体育館
14 日 春季大原地区高齢者クラブグラウンド・ゴルフ大会 多目的Ｇ

20 土 第69回鹿児島県中学校春季卓球大会（～ 21日）総合体育館
第47回市春季親善グラウンド・ゴルフ大会 多目的Ｇ

21 日
市サッカーリーグ 多目的Ｇ
湊地区グラウンド・ゴルフ大会 川北スポーツ公園
第54回照島地区グラウンド・ゴルフ大会 長崎鼻ソ場

24 水 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
25 木 すこやかおせんしグラウンド・ゴルフ大会 多目的Ｇ

28 日 第35回B＆G杯女性ミニバレーボール大会 Ｂ＆Ｇ
第36回夏季九州選手権南部連盟予選大会 多目的Ｇ

6

３ 土 市内小中学生ソフトテニス審判講習会（2日目）市庭球場
４ 日 市サッカーリーグ 多目的Ｇ

６ 火 日置地区中学校総合体育大会ソフトテニス競技（～ 9日）市庭球場
日置地区中学校総合体育大会バスケットボール競技（～ 7日）市来体育館

８ 木 日置地区中学校総合体育大会卓球競技 総合体育館

11 日 全日本クラブカップバレーボール県予選（9人制）総合体育館
第36回夏季九州選手権南部連盟予選大会 多目的Ｇ

17 土 第32回夏の全国小学生ドッジボール選手権鹿児島県大会 総合体育館
18 日 市ゲートボール選手権大会 秀栄ドーム
22 木 県年金者連盟西薩支部春季グラウンド・ゴルフ大会 多目的Ｇ
24 土 日置地区剣道大会 市来体育館

7

１ 土 天皇杯・皇后杯バレーボール大会 総合体育館

２ 日

第53回市内卓球大会 総合体育館
第43回日置地区ママさんバレーボール親睦大会 市来体育館
第18回市陸上選手権大会 生冠中
第55回照島地区グラウンド・ゴルフ大会 長崎鼻ソ場

8 土 天皇杯・皇后杯（社会人・大学・高専）バスケットボール予選大会（～ 9日）総合体育館
16 日 第49回市バスケットボール選手権大会 総合体育館
17 月 第10回親子サーフィン教室 照島海岸

23 日 中央地区混成ミニバレーボール大会 総合体育館
第9回海童旗争奪ソフトボール大会 多目的Ｇ

25 火 県中学校総合体育大会卓球競技大会（兼九州大会予選）（～ 26日）総合体育館
26 水 第19回市グラウンド・ゴルフ交観大会 多目的Ｇ
29 土 県小学生バレーボール夏季大会（～ 30日） 総合体育館

月 日 曜 大　　会　　（ 行　　事 ）　　名 会  場

８

５ 土 天皇杯・皇后杯バスケットボール鹿児島県代表決定戦（～ 6日）総合体育館

６ 日 第71回照島地区小・中学生球技大会 串体セ・照島小体育館
第17回市長旗争奪軟式野球大会 多目的Ｇ

11 金 市ソフトボールスポーツ少年団夏季大会 多目的Ｇ
12 土 SENKO-CUPサッカーフェスティバル2023 多目的Ｇ
13 日 第6回市会長杯アーチェリー大会 市来運動場
19 土 第36回全九州フレッシュリーグ鹿児島大会 多目的Ｇ
20 日 市サッカーリーグ 多目的Ｇ
21 月 第39回市長旗争奪ナイターソフトボール大会（～ 31日）多目的Ｇ

26 土 第13回バレーボール教室 総合体育館
第38回宮之原杯中学校新人ソフトテニス大会 市庭球場

27 日

第25回クリーンフェスティバルマリンスポーツ大会 B＆G艇庫
第43回西薩地区中学校バレーボール大会 総合体育館・市来体育館
第31回若鷲旗争奪ソフトボール大会 多目的Ｇ
第18回市剣道選手権大会 串小体育館

９

１ 金 第39回市長旗争奪ナイターソフトボール大会（～ 3日）多目的Ｇ

２ 土 第5回南九州8・9サッカー大会（～ 3日） 多目的Ｇ
市長杯パークゴルフ大会 パークゴルフ場

３ 日 第18回市民ゴルフ大会 チェリーゴルフ鹿児島シーサイドコース
10 日 秋季大原地区高齢者クラブグラウンド・ゴルフ大会 多目的Ｇ
12 火 第44回公民館対抗ベストメンバーバレーボール大会（～ 16日）市来体育館
17 日 第7回市長杯公民館交流グラウンド・ゴルフ大会 多目的Ｇ
18 月 第36回フレッシュリーグ・ジュニア大会 多目的Ｇ
21 木 すこやかおせんしスポーツ大会 総合体育館
23 土 市ソフトボールスポーツ少年団秋季大会 多目的Ｇ

24 日 中央地区グラウンド・ゴルフ大会 多目的Ｇ
第71回串木野弓道大会 串木野弓道場

30 土 第16回Ｂ＆Ｇ杯パークゴルフ大会 パークゴルフ場

10

12 木 第14回市高齢者クラブパークゴルフ大会 パークゴルフ場

18 水 日置地区中学校新人体育大会ソフトテニス競技（～ 19日）市庭球場
日置地区中学校新人体育大会バスケットボール競技（～ 19日）市来体育館

20 金 日置地区秋季交流グラウンド・ゴルフ大会 多目的Ｇ
21 土 第43回B＆G杯少年剣道錬成大会 Ｂ＆Ｇ

22 日

市身体障害者協会運動会 串体セ
第36回秋季九州南部地区連盟大会 多目的Ｇ
第42回和田杯テニストーナメント 市庭球場
第8回日置地区ママさんバレーボールいそじ・ことぶき大会 市来体育館
湊地区グラウンド・ゴルフ大会 川北スポーツ公園

28 土 第12回市さざなみ旗バレーボール大会（～ 29日）市来体育館・串体セ

14
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【市　内　ス　ポ　ー　ツ　施　設　関　係】
◆ シティセールス課（串木野庁舎） ☎ 33-5642
◆ 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、その翌平日）

◆ 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・長崎鼻公園ソフトボール場
  ☎ 32-1899
 ※休館日…月曜日、12/29 ～翌年 1/3
◆ 市来体育館・市来武道館
	 （川北スポーツ公園・秀栄ドーム） ☎ 36-2881
 ※休館日…月曜日、12/29 ～翌年 1/3
◆ Ｂ＆Ｇ	海洋センター
	 （体育館・武道館・艇庫・プール） ☎ 32-8994
 ※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…火曜日、12/29 ～翌年 1/1
  （火曜日が休日の場合は、その翌平日）

◆  市総合体育館
 （ バレーボール４面、バスケットボール３面、バドミ

ントン 14 面、卓球 40 台）
◆ 市庭球場（コート８面、内４面夜間照明施設）
◆ 旭運動広場（ソフトボール１面）
◆ 多目的グラウンド
 （  400 ｍトラック、野球２面、ソフトボール４面、サッ

カー２面、夜間照明施設４面）
◆ 市来運動場 
 （ サッカー２面、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） 
◆ 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、野球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。

【市内の主なスポーツ施設】

【問合せ】
月 日 曜 大　　会　　（ 行　　事 ）　　名 会  場

11

３ 金 第12回汐見旗争奪ソフトボール大会 多目的Ｇ
４ 土 全国高等学校バスケットボール選手権大会県予選（～ 5日）総合体育館

５ 日

第49回シーサイドソフトテニス大会 市庭球場
第48回市秋季親善グラウンド・ゴルフ大会 多目的Ｇ
市ソフトボールスポーツ少年団本部旗 多目的Ｇ
第34回日置地区ママさんバレーボール争奪戦大会 市来体育館
第18回串木野太極拳連盟上海倶楽部発表会 串体セ

8 水 第15回市高齢者クラブグラウンド・ゴルフ大会 多目的Ｇ
9 木 鹿児島県パークゴルフ大会 パークゴルフ場
11 土 第12回6人制フリーバレーボール大会 市来体育館

12 日 第54回道統少林寺流空手道鹿児島県大会 総合体育館
第32回焼肉なべしま杯フレッシュリーグ大会 多目的Ｇ

19 日

市ゲートボール秋季大会 秀栄ドーム
県社会人サッカーリーグ 多目的Ｇ
県小学生バレーボール男女優勝大会 総合体育館
第17回市地区対抗駅伝競走大会 新港周辺

21 火 第76回全日本バレーボール高等学校選手権大会県代表決定戦 総合体育館
23 木 鹿児島飛翔オープン大会 総合体育館

25 土 第24回全九州卓球選手権大会(中学生の部)県予選（～ 26日）総合体育館
バレーボール教室 市来体育館

26 日

第25回B＆G杯少年柔道錬成大会 Ｂ＆Ｇ
第43回秋季職域ソフトボール大会 多目的Ｇ
第16回さのさ銃剣道大会 市来武道館
第5回市アーチェリー大会 アクアホール

27 月 県年金者連盟西薩支部秋季グラウンド・ゴルフ大会 多目的Ｇ

12

３ 日 県社会人サッカーリーグ 多目的Ｇ

10 日
県中学校新人剣道大会 総合体育館
第17回連盟旗争奪軟式野球大会 多目的Ｇ
市来審査（弓道） 市来体育館・市来弓道場

17 日

B＆Gクリスマス会 Ｂ＆Ｇ
県高校テニスチャレンジャーズ大会 市庭球場
串木野地域弓道大会 串木野弓道場
第18回市ロードレース大会 西薩工業団地
ゲートボール打ち納め大会 秀栄ドーム

23 土 第12回美豚杯サッカー大会（～ 24日） 多目的Ｇ

１

６ 土 第66回県中学校卓球大会兼全国中学校選抜卓球大会県予選（～ 7日）総合体育館

7 日 ゲートボール打ち初め大会 秀栄ドーム
第12回新春ソフトテニス打初め大会 市庭球場

8 月 第49回黒潮旗ソフトボール大会 多目的Ｇ
20 土 第46回さざなみバレーボール大会 総合体育館・串体セ他

21 日 第51回鹿児島県高等学校新人バレーボール大会 総合体育館
第29回市サッカー選手権 多目的Ｇ

28 日 第57回市内バドミントン大会 総合体育館

２

３ 土 県小学生バレーボール送別大会（～ 4日） 総合体育館
４ 日 市ソフトボールスポーツ少年団送別大会 多目的Ｇ

11 日
第20回浜野食品杯さのさ旗争奪小学生バレーボール大会 総合体育館・市来体育館
第18回市さわやかボウリング大会 串木野ゴールデンボウル
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

18 日 第29回市サッカー選手権 多目的Ｇ
19 月 第20回市グラウンド・ゴルフ交観大会 多目的Ｇ
23 金 日置地区ソフトボールスポーツ少年団フェローズ杯 多目的Ｇ
25 日 県高校剣道選手権大会 総合体育館

３

２ 土 県小学生バレーボール新人大会（～ 3日） 総合体育館
第39回串木野さのさ杯4年生以下サッカー大会（～ 3日）多目的Ｇ・市来運動場

9 土 第1回社会人バスケットボール大会スプリングトーナメント（～ 10日）総合体育館

10 日 第38回木場彦杯家庭婦人バレーボール大会 市来体育館
第17回会長旗争奪軟式野球大会 多目的Ｇ

16 土 第22回市来桜サッカー大会（～ 17日） 多目的Ｇ
17 日 第16回市レクリエーションダンス協会発表会 アクアホール
23 土 第37回フレッシュリーグ春季九州選手権大会（～ 24日）多目的Ｇ
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～　令和５年度生涯学習講座（年間講座）受講生募集　～

①�グラスアート講座
仕上がりはステンドグラス風で素敵！
簡単手軽に作品作り
定員　10名（材料代自費）
場所　中央公民館
第２水曜　10：00～ 11：30
全10回　５/10開講予定

②�ウクレレ入門講座
ウクレレの弾き方を学び簡単な曲の演奏を楽しむ
（楽器は各自持参）
定員　10名
場所　照島交流センター
第２・４水曜　14：00～ 15：30
全10回　５/10開講

③�花と野菜の栽培講座
季節の花と野菜の植え方・育て方を学ぶ
実習有り
定員　10名（材料代自費）
場所　市来地域公民館
第１水曜　９：00～ 11：00
全９回　６/７開講

④�郷土の歴史と文化を学ぶ講座
郷土の歴史や文化についての
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９回　６/２開講

⑤�庭木の手入れ講座
庭木の整枝についての
基礎講座　実習有り
定員　20名
場所　市来地域公民館
第３木曜　９：00～ 11：00
全10回　５/18開講

⑦�いきいきリフレッシュ３Ｂ体操講座�新
３つの用具を使って音楽に合わせ
て健康体操を楽しむ　用具貸出
定員　15名
場所　市来地域公民館
第１・３火曜　13：30～ 14：30
全10回　５/16開講

⑧�薩摩焼の絵付け講座�新
釉薬と筆で薩摩焼の器に絵や
柄を描き独自の作品を作る
定員　10名（材料代自費）
場所　市来地域公民館
第４月曜　10：00～ 11：30
全８回　５/22開講

⑨�暮らしを彩る折り紙講座�新
季節に合わせた素敵な折り紙
飾りを作って楽しむ
定員　10名（材料代自費）
場所　市来地域公民館
第１木曜　10：00～ 11：30
全８回　６/１開講

⑥�アロマテラピー講座
香りを楽しみ、心身の健康や美容に生かせる
アイテム作り
定員　10名（材料代自費）
場所　中央公民館
第３金曜　10：00～ 11：30
全10回　５/19開講

※材料代等は自己負担となります。
●申込　次のいずれか
・右の二次元コードから申し込み　
・市ホームページから申し込み
・右のページの申込書に記入し、社会教育課・中央公民館・アクアホールにあるポストに投函
・氏名、住所、電話番号、年齢、申込講座名を記入し、FAXで申し込み（FAX36-5044）
※電話での申し込みは受け付けていません。
●締切　４月７日（金）
※定員を超えた場合は、初心者を優先または抽選で決めます。申込結果は４月 13日頃発送予定。
　（定員に満たない際は開講しない場合有り）
●問合せ　社会教育課　☎21-5128

二次元コードでの申し込みはこちら↓

社会教育課（☎21-5128）
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　●高齢者元気度アップポイント事業　

　●開講期間　５月～翌年３月まで各会場で毎月１回開催、全 11回
　　　　　　　※土川いきいき大学は２か月に１回開催
　●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
　●申　　込　�次のいずれか
　・右の二次元コードから申し込み
　・市ホームページから申し込み
　・下の申込書に記入し、社会教育課・中央公民館・アクアホールにあるポストに投函
　・氏名、住所、電話番号、年齢、参加希望大学名を記入し、FAXで申し込み（FAX36-5044）
　※年齢は問いません。60歳前半の方も受講しています。
　※原則としてお住いの地域のいきいき大学へご参加ください。
　●問合せ　社会教育課　☎21-5128

大　学　名 会　場 時　間 第1回目の開講予定日
冠岳　いきいき大学 冠岳交流センター

10：00 ～ 11：00

　５月�８日（月）
生福　いきいき大学 生福交流センター 　５月31日（水）
上名　いきいき大学 上名交流センター 　５月�９日（火）
中央　いきいき大学

（大原、中央、本浦、野平） 市民文化センター 　５月30日（火）

照島　いきいき大学 照島交流センター 　５月17日（水）
�旭　いきいき大学 旭交流センター 　５月15日（月）

荒川　いきいき大学 荒川交流センター 　５月12日（金）
羽島　いきいき大学 羽島交流センター 　５月23日（火）
土川　いきいき大学 土川交流センター 14：00 ～ 15：00 　５月23日（火）
市来　いきいき大学 市来地域公民館 10：00 ～ 11：00 　５月29日（月）
川上　いきいき大学 川上小学校多目的ホール 9：30 ～ 10：30 　５月26日（金）

令和５年度　いきいき大学への参加ご案内

令和５年度　いきいき大学参加申込書
フリガナ

住　所

(〒　　　　　　）

氏　名
（　　　）才

いちき串木野市

電話連絡先（　　　　　　　　　　）
参加する大学名

（　　　　　　　　）いきいき大学

切り取り線

令和５年度　生涯学習講座（年間講座）申込書　　締切4/7（金）
フリガナ

住　所

(〒　　　　　　）

氏　名
（　　　）才

いちき串木野市

電話連絡先（　　　　　　　　　　）
希望講座
①

希望講座
②

切り取り線

社会教育課（☎21-5128）

二次元コードでの申し込みはこちら→
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