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今月号の主な内容
● 市政報告会　Ｐ.２～Ｐ.５
● ファミリーサポートセンター事業を
　 ご存知ですか　Ｐ.６～Ｐ.７
● 特定健診（メタボ健診）で
　 お得にお買い物！　Ｐ.８～Ｐ.９
● 分譲団地情報　Ｐ.12
● まち・ひと元気
　 「浜ん馬場ん朝市」　Ｐ.14
● まちの話題　Ｐ.17～Ｐ.20
● おしらせ版　Ｐ.21～Ｐ.27
● かわいい天使たち　Ｐ.28

　７月中旬から下旬にかけて、夏の風物
詩六月灯が市内各地で開催されました。
　六月灯は、旧暦の６月を中心に神社・
寺院で行われるお祭りで、旧薩摩藩領
だった地域で行われています。
　７月 21 日に行われた旭地区の山之神
神社六月灯では、地域の子ども達が作っ
た灯籠が、神社への道や境内を幻想的に
照らし、訪れた人は夏の夜のひと時を楽
しんでいました。

六月灯



 ７月１日から 26 日にかけて市内 16 地区の会場で、
608 人の皆さんにご参加いただき「市政報告会」を開
催しました。
  市長が、まちづくりの方向などについて報告を行っ
たほか、地区ごとに提出されたテーマや市政全般につ
いて、市民の皆さんからご質問やご意見を伺いました。
　皆さんの貴重なご意見を今後の市政に反映させて行
きたいと考えています。
  地区のテーマ内容や報告に係るご意見に対する市の
考え方について抜粋して掲載します。
　内容については、市ホームページにも掲載していま
すのでご覧ください。 （政策課　☎ 33-5634）

市来一般廃棄物利用エネルギーセンターについて
質問・意見の内容

・エネルギーセンターの責任の所在があいまい。どう責任を取られるのか。　　　　　　 （羽島地区）
・当時の行政、議会議員の責任については合併前の事で責任を問えない範囲なのか。　　 （大原地区）
・仕様書どおり性能がなく引き渡しを受ける事がおかしい。二度とないようにお願いしたい。 （旭地区）
・裁判が終わって今後の責任問題はどのように考えているのか。　　　　　　　　　　　 （本浦地区）
・合併当時は市長も施設についての説明をしており、その責任は非常に重いのではないか。 （中央地区）

市の考え方
  エネルギーセンターは、ごみ処理から発電までを行う施設として平成 16 年に完成しましたが、 当初か
ら発電に適したガスが発生せず、第３者機関の調査も踏まえ改善不能と判断し、平成 20 年に稼動を停止
いたしました。  
　その間、会計検査院の実地検査が３回行われ、国庫補助金は不当との指摘を受け返還することになっ
たものであり、市は、開発者である大学教授等の３者を相手として、損害賠償請求の訴訟を平成 21 年に
提起し、本年４月、判決が言い渡されました。
　判決は「原告の請求はいずれも棄却する。」という市にとって厳しいもので、建設当初の契約書に「実
証を目的とし実用化を目指す」との文言が記載されていること等を挙げ、「市来町は施設の不確実性につ
いては認識を共有していた」と指摘されたところであります。
　市としましては、判決の内容を検討しましたが、当初の契約書に書かれている文言を覆せるような証
拠が新たに出てくる可能性が極めて低いことや裁判の長期化による弊害などを考慮し、控訴は断念せざ
るを得ないと判断をいたしました。
　判決は誠に遺憾でありますが、市民の皆様に大変申し訳なく思っております。
　施設を引き継いだ行政としては、円滑に市政を運営していく責任があります。
　建設費約９億 9,000 万円のうち、補助金については環境省等に出向き、約 6,200 万円の減額と 10 年
間の分割返済を認めていただきました。この様な状況を受け、特別職の報酬減額のほか、市職員につい
て２年間で約１億 3,000 万円の給与カットを行うとともに、特別交付税についての要望などを行い財源
の確保を図り、約７億 8,800 万円のうち、約６億 3,900 万円を返還し、残額が約１億 4,900 万円となっ
ております。
　今後は、この様な事態が決して生じることがないよう、行政執行体制の更なる検証を行い、適切な職
務執行に向けて努力してまいりますので、市民の皆様のご理解をお願いいたします。

市政報告会
【特集】
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総合体育館について
質問・意見の内容

・施設はスポーツジムなどの市民が普段利用できるようなものとなるのか。 （旭地区）
・ 地区の行事で借りるような時にはどの程度の利用料金になるのか。また、体育館の開館記念式典やこけ

ら落し事業についてはどのような内容になるか。 （生福地区）
・ 本市の人口規模からして、バレー４面の体育館は大きすぎるのではないか。今後、人口が減少していく

中で、市民感覚として 20 億円もかかる施設を作るのはいかがなものかと思う。 （川北地区）
・ これまで柔道等の武道や室内競技の施設がお粗末であったので、10 月の完成を楽しみにしている。新

しい体育館を生かして良い指導者・児童生徒を育てスポーツの振興を図ってほしい。 （旭地区）

市の考え方
  総合体育館は、市民の皆さんのスポーツを通した健康増進、競技力の向上はもちろん、公式大会が誘致
できる規模・機能を確保することにより各種大会や合宿の誘致、文化イベントの開催等による交流人口
の拡大、経済効果も期待され、また、大規模災害時の避難所としての機能も考慮して本年 10 月の完成を
目指し建設を進めています。2020 年には国体が鹿児島県で開催されることから、競技の誘致についても
取り組んでいます。
　建設等に係る経費は約 20 億円を予定していますが、文部科学省の補助金が約４億円、また実質３分の
２の補助と同じ効果という有利な財源の合併特例債を活用し、市の実質的な負担を軽減することとして
いるところです。
　施設はトレーニングルーム、ランニングロード等を併設することとしており、また今後、施設を利用
したスポーツ教室等を開催するなど、市民の皆さんが気軽に利用できる健康増進の場として大いに活用
いただきたいと考えています。
　また、10 月 20 日（日曜日）に開館記念式典を行うこととしています。
　当日は式典終了後、開館記念として地元団体等の演技披露などのオープニングアトラクションを計画
し、アトラクションの締めに、鹿児島実業高等学校の新体操部の演技を予定しており、アトラクション
終了後に市民の皆様に施設を開放する予定です。
　開館を記念した、いわゆる「こけら落し」事業につきましては、開館記念式典当日は行わず、来年３
月までを開館記念イベント期間として位置付け、市が主催し、市体育協会の競技種目団体等の協力をい
ただき、競技を分けて複数回の開館記念イベントを開催する予定です。

総合体育館　開館記念大会等スケジュール
月 日 曜 行事・大会等名
10 20 日 開館記念式典
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16 土 バスケットボール女子日本リーグ
「JX　対　三菱電機」

23 土 県小学校バレーボール男女優勝大会

30 土 バレーボールフェスタ
（招待高校バレーボール）
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1 日 鹿児島県総合卓球選手権大会
8 日 鹿児島県中学校新人剣道大会
14 土 宝くじスポーツフェア

はつらつママさんバレーボール事業15 日

1

18 土 鹿児島地域植樹祭

19 日 プロバスケットボール
「レノヴァ鹿児島」公式戦

25 土 鹿児島県中学校バレーボール大会
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8 土 プロバスケットボール
「レノヴァ鹿児島」公式戦9 日

14 金
鹿児島県高等学校春季卓球大会15 土

16 日

3 1 土 南九州 4 県対抗バスケットボール大会2 日
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原子力発電について
質問・意見の内容

・原発に関して締結した安全協定の内容と、原発に関する考え方を聞きたい。 （羽島地区）
・今後原発が再稼働するという状況があれば、市民の意見を聞くべきではないか。 （川上地区）
・新聞報道で、地震調査の震度６～７という数字が出されていたが、対応できるのか。 （野平地区）
・ 九州電力が再稼働に係る申請を行ったが、２月に出された政府の地震調査委員会の断層調査結果と相違

がありながら進められている。しっかりと検証がなされるべきである。 （湊地区）

市の考え方
　安全協定は、川内原発に関し住民の安全確保、環境の保全を図ることを目的としており、設備変更等
に係る事前説明や平常時・非常時の連絡体制、立入調査、措置の要請、住民に損害を与えた場合の補償
など 12 項目にわたっています。近接する本市の地理的な状況を訴え協議を重ねた結果、事前説明に対す
る市の意見の申し出やそれに係る九電の対応など、実質的に立地自治体に近い内容で締結できたと思っ
ています。
  ７月８日、新しい規制基準の施行に伴って、九州電力は再稼働に関連する施設変更等の申請を行い、安
全協定に基づき本市にも事前説明がなされました。再稼働は、当然ながら安全性の確保が大前提です。
今後、規制委員会において、経済性や採算性に左右されることなく、安全性が厳格に審査されることが
まずは第一であります。また、国の責任で本市を含む地元への説明が十分になされることが必要であり、
本市における説明会の開催についても要請していきたいと考えています。
質問・意見の内容

・原子力災害対策としての避難道路の整備はどのようになっているか。 （中央地区）
・県道川内串木野線の計画はどのようになっているか。 （羽島地区）

市の考え方
　避難道路である県道川内串木野線は、荒川採石場からの道路整備と新しい荒川橋の建設、そして白浜
温泉付近までの区間について平成 29 年度完成を目指し、県が整備を進めています。
　荒川川架橋は、現在両側の橋台２基を施工中で、橋の中央付近の橋脚１基を本年度施工、橋梁の上部
工延長 84 ｍは平成 26 年度の着工予定とされています。
　また、荒川川付近から白浜温泉付近までの、羽島区間は、平成 27 年度から平成 29 年度完成を目指し、
引き続き施工するように計画されているところです。

有害鳥獣の駆除について
質問・意見の内容

・ イノシシ・鹿などに農作物を荒らされ、近年はサルも多く被害が増大している。更なる駆除対策をお願
いしたい。 （冠岳地区）

市の考え方
　本市の有害鳥獣捕獲補助金は、一頭当たりの単価がイノシシ・シカ 7,000 円、サル 20,000 円と、他
市と比べかなり高い水準となっています。加えて平成 25 年度から３年間は、国もイノシシ・シカ・サル
に 8,000 円の補助を出して重点的に捕獲を推進しており、本市はこの制度を他市より早く４月から開始
しています。
  電気柵補助については、県補助は 2/3 補助で期間を要しますが、市の補助は 1/2 補助ではあるものの
早急に対応できますので、農政課へご相談ください。
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復興予算の使用について
質問・意見の内容

・ テレビ報道の復興予算によるジャンボタニシ駆除の内容は。（旭・冠岳・川上・本浦・野平・照島地区）

市の考え方
　ジャンボタニシの駆除に係る事業は、国が雇用を創出するために許可した事業であり、被災者だけで
なく、震災の影響から国全体の雇用対策として活用可能との説明を受けたものです。
　復興予算に係る国・県の適正な手続に基づき、水田耕作上の課題である駆除対策について可能な補助
事業の活用を図るとともに、雇用対策として行ったものでありますのでご理解ください。

高齢者の給食事業について
質問・意見の内容

・ 市の高齢者給食事業のメニューや運営内容はど
のようになっているか。また、地区の高齢者向
けの給食など、新規参入はできるのか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（羽島地区）

市の考え方
　65 歳以上の高齢者で一人暮らしの虚弱な方な
どが利用できる事業で、１食 400 円で年末年始
を除く月～土曜日の昼食・夕食を配達しています。
　運営は、串木野地域は社会福祉協議会、市来地
域は社会福祉法人慈昂会への委託で、串木野地域
は調理を市内２業者へ、配送業務はシルバー人材
センターへ再委託しています。
　新規参入については、事業の採算性などの観点
から串木野地域全体の１日約 130 食（H24 実績）
を賄える業者に再委託されており、容器の消毒や
食材の鮮度保持などの衛生管理も重要となります
ので十分にご検討いただければと思います。
  地区を限定した再委託は、委託先の社会福祉協
議会や再委託先の２業者、シルバー人材センター
との調整が必要ですので、それぞれの意見を聴き
ながら方策を検討していきますが、地域の活動と
して独自にサービスに取り組まれる事については
特段問題はなく、また、地域独自の取り組みとし
て大変すばらしいことだと思います。

無記名のごみ袋の取り扱いにつ
いて
質問・意見の内容

・ ごみステーションにおいて、一部に無記名袋の
置き去りが見受けられる。指導徹底のため、氏
名の公表、過料を科す等の広報・周知ができな
いか。 （大原地区）

・ 分別していない、無記名のごみは、次の収集日
まで置かれているが、夏場は特に悪臭やカラス
など困るので回収してほしい。 （照島地区）

市の考え方
　無記名袋については、違反シールを貼って回収
していません。これはごみ袋に記名することによ
り分別に責任を持っていただくためであり、今後
も継続して周知を図っていきます。
  なお、残したごみは次のごみ収集日に回収しま
すが、悪臭・美観等の理由で要望があった際はす
ぐに対応しますのでご連絡ください。
  また、中身を確認し、出された方が特定できた
場合は指導を行い、改善している例も多々あり、
近年は全体的に良くなってきています。今後も悪
質なものに対しては厳しく対処していきますが、
広報・周知に関しては関係法令等の範囲内で無理
のない表現としたいと考えています。
　ごみ出しのルールは遵守されるべきものであ
り、今後ともご理解・ご協力をお願いします。

地区名 開催日 参加者数
湊町 ７月 １日 １４人
旭 ７月 ２日 ３０人

冠岳 ７月 ３日 ２６人
生福 ７月 ４日 ６６人
川上 ７月 ５日 ２７人
荒川 ７月 ８日 ２８人
本浦 ７月 ９日 ５１人
川北 ７月１０日 ３６人
中央 ７月１１日 ３０人
上名 ７月１２日 ３７人
川南 ７月１６日 ２５人
羽島 ７月１７日 ４５人
大原 ７月２２日 ５５人
湊 ７月２３日 １３人

野平 ７月２４日 ５２人
照島 ７月２６日 ７３人

合　　　計 ６０８人
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ファミリーサポートセンター

事業をご存知ですか？

ファミリーサポートセンター事業って？
　保育所・幼稚園・学童保育などへの送り迎えや、放課後の一時預かりなどの援助を受けたい
方（依頼会員）と、行いたい方（提供会員）の橋渡しを行い、育児を支援する事業で、ファミリー
サポートセンター（ファミサポ）が仲介します。

＊講習会について
　ファミサポ事業の相互援助活動は、一般市民の方が広く携わる活動であり、免許・資格など
は問わないので、必ずしも保育に関する専門的な知識を有する方ばかりとは限りません。
　しかし、他人の子どもを預かるとなると、育児の経験がある方でも自分の子どもと同じとい
うわけにはいきませんし、最新の子育てに関する知識や技術を習得する必要があります。
　お互いが安心して活動ができるためにも、この講習会はとても大切です。

＊依頼会員・提供会員になるには？
　ファミサポが開催する講習会を受ける必要があります。
　○依頼会員： 市内居住または勤務し、生後３か月から小学６年生までの子どもを養育してい

る方・・・半日講習（９：30 ～ 12：00）
　○提供会員：市内居住の 20 歳以上で心身ともに健康で子育て支援に意欲のある方
　　　　　　　・・・１日講習（９：30 ～ 16：30）
　○両方会員：依頼・提供両方を兼ねて活動できる方
　　　　　　　・・・１日講習（９：30 ～ 16：30）

ファミサポ事業のしくみ

依頼会員 提供会員

いちき串木野市
ファミリーサポートセンター

（両会員の橋渡し）

①依頼
援助を受けたい方 援助を行いたい方②打診

④報酬

③活動
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☆（講習会を受けた会員さんの感想から）
　・朝から緊張して行きましたが、あっという間のとても楽しい講習会でした。
　・自分たちの子育ての時と違うことを実感しました。
　・久しぶりに折り紙をして楽しい時間でした。
　　　など喜びの声が届いています。

＊補償保険について
　本市で加入し、依頼会員の子どもさん・提供会員さんをお守りしますので、安心して活動が
できます。

＊援助活動の内容は？
　◎保育園・幼稚園・学童保育などへの送り迎えや預かり
　◎急な残業などの迎えや預かり
　◎学校行事などの際の預かり
　◎友達とランチに行きたい、美容院に行きたいなど、リフレッシュしたい時
　◎病院・歯医者に行きたい時など
　☆原則として預かる場所は、提供会員さん宅です。宿泊を伴う活動は行いません。

＊利用料金

月曜日～金曜日（祝日除く） 
　７：００～１９：００

30 分 
３００円

・ ３ ０ 分 に 満 た な い 場 合 で も ３ ０ 分 
　とみなします。
・ ３０分を超えた場合３０分ごとに加算

されます。
・ 兄弟同時預かりの場合、二人目からは

半額になります。

上記以外 
　土曜日・日曜日・祝日

30 分 
３５０円

いちき串木野市ファミリーサポートセンター（ファミサポ）
（いちき串木野市役所福祉課内）

《電　話》33 － 5618　《ＦＡＸ》33 － 0066
《Ｅメールアドレス》fukushi2@city.ichikikushikino.lg.jp

《お問い合わせ》

ファミリーサポートセンターアドバイザーからひとこと
アドバイザー　岩田　真由美さん

「依頼会員さん」「提供会員さん」の相互の信頼関係のもとでの活動です。地域に子
育ての輪を広げ、会員さん方の喜びの声をたくさん聞けるようなセンターを目指し、
お互いの立場を考えアドバイスしていきたいと思います。
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特定健診（メタボ健診）を受けてお得にお買い物！
　いちき串木野市国民健康保険では、医療費の抑制と特定
健診の受診率向上のため、国民健康保険被保険者で特定健
診を受診された方に対し、特定健診受診済証を発行してい
ます。
　この受診済証を次のお店で買い物の際に提示すると、特
典サービスの提供が受けられます。
　　※ トロちゃんシールについては、「毎月２・20 日の２

倍セール」や「かごしま子育て支援パスポート事業」
など、他の特典サービスとの重複はできません。

企業・店舗等の名称 所在地 電話番号 特典サービス（特定健診受診済証に記載された有効期間中に限ります）
（食品・米・お茶）
久徳商店 旭町 73 32-2557 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。

佐々原茶舗 旭町 102 32-3900 ・ ポイント（トロちゃんシール）２倍。ただし、有効期間中１回限
りです。

（花）
きよみ花屋 旭町 71 32-0878 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。
花樹フローリスト 昭和通 181 33-1166 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。
フラワーハウス　Ｑ’ｓ 旭町 73 33-5023 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。
花の店リーフ 湊町 1-370 36-3744 ・お買い上げの 10％割引します。ただし、金曜・土曜は除きます。

（理容・美容）
うえの美容室 元町 104 32-2945 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。
Ｋ美容室 中尾 56-1 32-3489 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。
野元美容室 汐見町 15 32-5594 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。
美容室　アストリア 京町 2 33-1239 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。

フタバ美容室 曙町 148 32-2736
・ ポイント（トロちゃんシール）をパーマ、カット、カラーリング

は５倍。
・貸衣装、着付け（七草・成人式・留袖など）を 10％割引します。

マエダ美容室 桜町 28-1 32-8998 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。

もえで美容室 栄町 189 32-3419 ・ ポイント（トロちゃんシール）２倍。ただし、有効期間中１回限
りです。

ユキ美容室 湊町 4-26 36-2109 ・パーマ、カット、カラーリングを 10％割引します。
たぶち美容室 川上 1331 36-3208 ・機械シャンプーサービスをします。
カットスタジオ十番館 大里 3804 36-3362 ・美容料金の 5％割引します。ただし、有効期間中 1 回限りです。
ビュウティサロンゆう 湊町 168-5 36-4479 ・500 円のサービス券 2 枚を進呈します。
サロンド川畑 大里 2079-2 36-4496 ・全てについて 10％割引します。ただし、有効期間中 1 回限りです。

（精肉・鮮魚）

永里鮮魚店 元町 159-1 32-3134 ・ ポイント（トロちゃんシール）２倍。ただし、有効期間中１回限
りです。

ミートハシグチ 旭町 74 32-3029 ・ポイント（トロちゃんシール）３倍。
市来えびす市場 湊町 1-99 21-5082 ・市来えびす市場のポイント２倍。ただし、有効期間中１回限りです。

（飲食店）
酔匠の里　花もん 旭町 72 32-1197 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。ただし、宴会は除きます。
げたや 元町 12 32-2813 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。

国民宿舎　吹上浜荘 湊町 1-101 36-2511 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。ただし、レストランアクア
で食事をされた方（宴会等は除く）に限ります。

シーサイドガーデンさのさ 長崎町 101 32-4177 ・レストラン海音での昼ランチを 5％割引します。
寿司専科　串木野店 旭町 100 32-6210 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。
ごもんちゃん（ラーメン）別府 4009-1 32-0794 ・ラーメンを 100 円割引します。ただし、有効期間中１回限りです。

味処　ぎおん 湊町 1-150 36-3319 ・ ポンカレーに限り 50 円割引します。ただし、有効期間中１回限り
です。

麺どころさつま串木野店 照島 5079-1 33-1737 ・スタンプカード 2 倍ポイントサービスします。
（ファッション・寝具・靴・呉服）
きもの粋　日の出屋 元町 231 32-2234 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。
遊眠館　栄光 元町 6 32-2228 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。

（薬・化粧品・介護用品）

エメラルド 旭町 59 32-8098 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。
・健康、介護用品を 10％割引します。

　　　　　　　　　特定健診　受診済証
　　　　　　　　（有効期限）
　　　　　　　　　Ｈ○ . ○ . ○から
　　　　　　　　　　　　　Ｈ○ . ○ . ○まで
　　　　　　　　　　 ただし、裏面の店舗については、利用回

数制限がありますので、ご注意ください。

受診者の氏名（署名）
※ この受診済証は、ご署名のうえ利用してください。また、ご署

名本人のみ有効です。他人に貸与、譲渡することはできません。

　　　　（問合せ先）　いちき串木野市　健康増進課
　　　　　　　　　　☎ 33-5613
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企業・店舗等の名称 所在地 電話番号 特典サービス（特定健診受診済証に記載された有効期間中に限ります）
（電化用品）
船蔵電機 西浜町 3-2 32-2548 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。

吉国電機㈲ 北浜町 1 32-2389 ・店頭価格よりさらに割引します。
・ご来店時に、お茶かコーヒーのサービスをします。

（写真館）
森写真館 御倉町 88 32-2464 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。
㈱田中写真館 栄町 176 32-2022 ・デジタルプリントを５％割引します。

（文具・印刷）
石野印刷 曙町 41-2 32-2917 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。

のもと文具店 元町 175 32-2425 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。
・文具、事務用品を 10％割引します。ただし、特価品は除きます。

ふくだ文具店 本浜町 179 32-4904 ・文具、事務用品を 20％割引します。ただし、特価品は除きます。
（自動車・タイヤ）

㈱かみぞの自動車 西薩町 17-11 33-1150 
32-5124

・ポイント（トロちゃんシール）３倍（板金・塗装・一般車検・整備）。
・アップル車検見積無料（約 10 分間で終了）。

㈲太陽自動車 照島 5092-5 32-1521
・車検入庫時エンジンオイル無料入れ替えサービス。
・車販売時、次回車検までエンジンオイル無料入れ替えサービス。
・車検、板金、修理時無料代車サービス。

㈲中央オートサービス 桜町 5 32-2417
・ エンジンオイルを 50％割引します。ただし、現金のみとし、売掛

は除きます。
・車検及び板金塗装ほか代車無料でお貸しします。
・車検見積り、保険見積り、板金塗装見積りを無料でします。

タイヤガーデン
Ｒ３鹿児島 薩摩山 13300 33-0777

・タイヤを５％割引します。ただし、特価品、チラシ商品を除きます。
・ エンジンオイル交換（オイル・交換工賃）を、軽自動車 1,260 円、

普通車 1,680 円（大型車・ディーゼル車を除く）で提供します。
（お菓子・パン）
菓子処　菊屋 上名 78 32-8818 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。ただし、有効期間中１回限りです。
かみその菓子舗 元町 95 32-2207 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。

小麦粉 春日町 180-3 32-1855 ・ パンを 10％割引します。ただし、ジャム、乳製品、ジュース、別
注商品、パーティサンドは除きます。

ブーランジェリークープ 旭町 3-1 32-6560 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。ただし、有効期間中１回限りです。
モンシェリー松下市来店 大里 5550-1 36-2521 ・モンシェリーのポイント 1 個プラスサービスします。モンシェリー松下串木野店 大原 111 32-9777

（つけあげ・かまぼこ）
寺田屋 新生町 55 32-2513 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。
日高水産加工㈲ 西薩町 17-14 32-9421 ・つけあげ、蒲鉾を20％割引します。ただし、有効期間中１回限りです。

（酒・記念品・日用品・園芸）
坂元金物店 元町 10 32-5512 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。
サラダ館旭町店

（吉村酒店内） 旭町 27 32-2815 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。

亀㟢染工㈲ 旭町 156 32-3053 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。ただし、有効期間中１回限りです。

焼酎蔵薩州濵田屋伝兵衛 湊町 4-1 36-3131 ・ 売店で 3,000 円以上お買い上げの方に限りオリジナルグラス 1 個
サービスします。

（時計・メガネ・宝石・補聴器）
メガネ技術館　キヨミズ 元町 172 32-3727 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。
時計・宝石・メガネ・ 
補聴器の工房ハットリ 旭町 105 32-2870 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。

メガネのヨネザワ
串木野店 曙町 121 33-2090 ・ メガネ（レンズ・フレーム）、サングラス、補聴器を５％割引します。

ただし、備品は除き、有効期間中１回限りです。
（クリーニング）
ホワイト急便　旭町店 旭町 76-1 32-3709 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。
ホワイト急便　元町通店 元町 112 32-3012 ・ ポイント（トロちゃんシール）２倍。なお、２日と 20 日は、３倍。

※ 　上記の協賛店舗は、平成 25 年８月５日現在で登録いただいているところです。今後、店舗の増減や特典サービ
スの内容変更等もありますので、詳しくは、健康増進課（☎ 33-5613）まで、お問い合わせください。

　特定健診は、メタボリックシンドロームの人やその予備群の人を早く見つけ、その発症・進行を防ぐこ
とを目的とした健診です。
　健診は、受けたままにせず、以前と比べて、変化した数値がないかチェックして、生活習慣改善のきっ
かけにすることが大切です。

自分の体の変化を知るためにも、特定健診は、毎年受けましょう！！
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成人の８人に１人は慢性腎臓病（CKD）と推計されています
　最近、慢性腎臓病（CKD）が注目されています。生活習慣病（高血圧・糖尿病等）や、メタ
ボリックシンドロームとの関連が深く、誰もがかかる可能性がある身近な病気です。

慢性腎臓病（CKD）は生活をおびやかす怖い病気です
　・悪化すると人工透析が必要となる場合があります
　・�心筋梗塞や脳卒中など生命に関わる病気の危険因

子です
慢性腎臓病（CKD）は見逃してしまいやすい
　・�自覚症状がほとんどなく末期になるまで自分で気

づくことがほとんどないため、定期的に健診を受
けることが重要です

慢性腎臓病（CKD）は治療ができる病気です
　・�生命や生活の質に重大な影響を与える怖い病気ですが、早期発見し、生活習慣の改善や

適切な治療をすることで悪化を防止できます
慢性腎臓病（CKD）を予防するために
　☆�高血圧や糖尿病などの病気を持っている人は、しっかり治療し、コントロールすること

が大切です。
　☆定期的な健診で腎機能を把握しましょう。
　☆�自覚症状がなくても、尿検査や血清クレアチニン値に異常があったら、早めにかかりつ

け医を受診しましょう。
　☆生活習慣を改善しましょう。
慢性腎臓病（CKD）と診断されたら
　●きちんとかかりつけ医の先生の診察を受けましょう

地域で健康なまちづくりをすすめましょう（新たな国民病！）
串木野健康増進センター（☎33－3450）

～みんな笑顔で元気なまちをめざして～ シリーズ�

－　健康は　家族の願い　特定健診　－　特定健診受診ＰＲキャッチフレーズより

慢性腎臓病（CKD）とは？
①蛋白尿など、腎臓の障害がある
②糸球体ろ過量（GFR）が 60 未満に低下している
慢性腎臓病は①か②のいずれかが３か月以上持続している状態です

❖いちき串木野市の特定健診では、血清クレアチニンの検査値から GFR を推算しています。

こんな人は要注意！
・メタボリックシンドロームである
・ 高血圧、糖尿病、脂質異常症など

の生活習慣病がある
・ 過去に心臓病や腎臓病になったこ

とがある
・家族に慢性腎臓病の人がいる
・タバコを吸う
・高齢である

CKD における血圧・血糖・脂質の管理目標値
血圧：130 ／ 80mmHg 未満
血糖：HbA1c6.9％未満
脂質※：120mg ／ dl 未満（可能であれば、100mg ／ dl 未満）
※ LDL コレステロール
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見守り
新鮮情報
第60号

●�シェールガス、メ
タンハイドレート
などの新たなエネ
ルギー事業のもう
け話を持ちかけら
れる「買え買え詐
欺」の相談が寄せ
られています。

●�「高値で買い取る」「謝礼をする」
などと言ってきますが、これまで消
費者が利益を得られたケースは１件
も確認されていません。
●�買え買え詐欺業者はニュース等で取
り上げられた事業を悪用します。「聞
いたことがある」などという理由だ
けで業者の話をうのみにしないでく
ださい。
●�案内書等が送られてきた後に、別の
業者から「名義を貸してほしい」な
どと電話があっても、「興味ありま
せん」「お断りします」ときっぱり
断りましょう。
●�困ったときは、消費生活相談窓口（☎
33－5638）にご相談ください。

　母宛てにＡ社から、シェールガ
スの採掘業者の施設運用権に関す
る案内書が届いた。その後Ｂとい
う別の会社から電話があり、「運
用権を買いたいが案内書が届い

た人しか買えないので名義を貸してほしい。
後日謝礼をする」と言われ、母は「謝礼がもらえ
るなら」と了承した。
　しかし、後になってＢ社
から「当社が半額負担する
ので ５００ 万円を宅配便で
Ａ社に送ってほしい」と言
われ、送金したという。そ
の後も数回、名義変更手数
料等の名目で請求され、支
払っていた。詐欺だと指摘
したが、母は謝礼の話を信
じている。返金してほしい。
（当事者：60歳代　女性）

「話題の新事業」のもうけ話？
買え買え詐欺に注意！

地域安全ニュース
「毎月11日は、地域安全推進の日」

「盗難被害に遭わないために・・・」
○自転車には防犯登録をし、短時間でも確実に施錠しましょう。　　　
○車から離れるときは施錠し、また車の中に金銭等を置かないようにしましょう。
○バイクにはグッドライダー登録をし、ハンドルロックを確実にしましょう。
○万引きは犯罪です。万引きは「しない」「させない」「見逃さない」環境作りに努めましょう。

いちき串木野警察署管内では、依然として車上ねらい・万引きが多発しています

【みんなでつくろう　安全安心のまち】
まちづくり防災課（☎33‐5631）８月号

［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

　管内の青少年を取り巻く環境の浄化と少年非行
の未然防止を目指して、７月13日のさのさ祭り前
夜祭で、地域安全モニター、少年ボランティア、
市補導センターをはじめ関係機関団体との合同防
犯パトロールを行いました。

夏祭り「串木野さのさ祭り前夜祭」
合同防犯パトロールを実施

他にも最近、県内で発生している振り込め詐欺などの主な犯行手口をご紹介
　○ 電話やダイレクトメール等で、「絶対にもうかる」「高配当」「値上がり確実」などと利益ばかりを強

調して、未公開株や社債、外国通貨などの金融商品の購入を持ち掛け、現金をだまし取る詐欺があり
ます。

　　 ※「絶対にもうかる」「２倍・３倍になる」などと説明して、未公開株等の勧誘を行うことは、金融
商品取引上禁止されています。

　　このような話がきたら警察署（☎33-0110）や消費生活相談窓口（☎33-5638）に相談しましょう。
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いちき串木野市市来 小
　 こ じ ょ う

城団地
好評分譲中
　販売区画数17区画
　１区画当り価格
　　　約550万円～780万円
　１区画当り面積
　　　約72坪～103坪
（１坪当り価格約7.1万円～7.8万円です）

※詳しい内容は、いちき串木野市土地開発公社まで、お気軽にお問い合わせください。
☎33－5629（直通）・ FAX 32－3124

・所　在　地　いちき串木野市湊町字堂ノ前1881番地
・地 目　宅地
・用途地域等　都市計画区域内、無指定地域、建ぺい率70％、容積率400％
・設　　　備　市簡易水道（宅地内へ引き込み済み、権利金は個人負担）
・交　　　通　いわさきバスネットワーク・市来国民宿舎前バス停まで徒歩約10分
・公 共 施 設　�西回り自動車道市来インターまで約3.9㎞・市来インターから鹿児島西イン

ターまで18分
　　　　　　　ＪＲ市来駅まで約1.6㎞・市来駅から鹿児島中央駅まで電車で約28分
　　　　　　　いちき串木野市役所（市来庁舎）まで約800ｍ
　　　　　　　市来小学校・中学校・幼稚園まで約1.1㎞

物件の概要

耳より情報

※市の定住促進補助制度により、
　最高218万円が補助されます。
・住宅建築補助金　最高50万円
・定住奨励金　　　最高90万円
・土地購入補助金　最高78万円

N

アクアホール

市来小・中学校
市来幼稚園
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芸
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至 串木野
市来バイパス

至 串木野インター

至 市来インター

至 鹿児島中央駅

至 鹿児島

南九州西回り自動車道

ＪＲ鹿児島本線 ＪＲ市来駅

小城団地

市役所
市来庁舎

市来郵便局

ＧＳ

温泉センター

国道3号

大里川

市来海岸

ＧＳ

270

3

９月１日から９月10日までは「屋外広告物適正化旬間」です！
 都市計画課（☎ 21－5152）
　はり紙、立看板、広告板、広告塔などの屋外広告物は、私たちの生活に必要
な情報を伝えるだけでなく、まちに賑わいをもたらしています。
　一方、これらの広告物が無秩序に氾濫すれば、良好な景観を損なうばかりで
なく、落下、倒壊による危険や交通安全上の問題も発生する恐れがあります。
　この旬間では、屋外広告物の適正な管理や設置についての意識向上を図るこ
とを目的としています。
　市では、違法となる屋外広告物の是正指導や簡易除却を行います。
　安全で美しいまちづくりのため、皆様のご理解とご協力をお願いします。

電柱に貼られた　
　　　違法広告物
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日本の黎明を築いた薩摩藩英国留学生 № 15
政策課（☎ 33－5628）

－ロンドン滞在記（新しい生活）－
　1865 年６月 21日、ロンドンに到着した留学生一行は、ケンジントンホテルに宿泊しました。
　「宿泊するケンジントンホテルはとても美しく、私の部屋は７階の 72号室であった。部屋を見
つけることに大変苦労した。宿泊費は、１泊１ポンド。日本では２両にあたる。」
　この時の感想を松村淳蔵はこのように記しました。
　その翌日、使節員の４人（新納、五代、寺島、堀）以外の留学生一行は、ケンジントンホテル
を後にしてベースウォーター街の安宿に移ります。ロンドン大学が夏休み期間中だったことから、
彼らは家庭教師を雇い、英語の訓練に励みました。
　６月 24日、ロンドンの生活が始まって４日目のこと、世話役のライル・ホームとジェイムズ・
グラバーが留学生らのもとを訪ねて来ました。留学生一行は、ホーム
の口から驚くべき話を聞くことになります。
　「昨日、長州人３人に会った。そして今日、こちらに来る途中にも会っ
た。彼らは去年ロンドンに来て、現在ロンドン大学で物理学の勉強を
している。」
　自分達以外の日本人が既にロンドンに居たこと、またそれが当時、
薩摩藩と敵対関係にあった長州藩の人間だということを知った彼らは、
驚きと動揺を見せるとともに、遠い異国の地で知った日本人の存在に
興味を抱きます。
　留学生一行は、ホームを通じて長州人３人との接触を図ろうと試み
ます。

　にがうりは、夏を代表する野菜のひとつで
ビタミンＣが多く含まれます。
　独特の苦みがありますが、わたをスプーン
などで、しっかり取り除いたり、ゆでて水に
さらすなどすると、苦みがやわらぎます。
　今回は、にがうりのシャキシャキ感とピー
ナツの風味で、食がすすむレシピをご紹介し
ます。

※�いちき串木野市食生活改善推進員が野菜たっぷりレシピを作成しています。（串木
野健康増進センターで配布しています。または本市ホームページをご覧ください）

野菜を食べよう350 in いちき串木野市

　≪にがうりのピーナツ和え≫
（材料４人分）
　�にがうり　400ｇ　　Ａ（炒りピーナツ…40ｇ　砂糖…大さじ１　薄口しょうゆ
…小さじ２　酢…小さじ４　だし汁…大さじ２　　塩少々）

（作り方）
　①にがうりは縦半分に切り、スプーンで種とわたを取り除き、薄切りにする。
　②�なべにたっぷりのお湯を沸かし、塩を一つまみ入れ、①のにがうりを30秒ゆで、

冷水にとる。ざるにあげ、しっかり水気をしぼっておく。
　③すりばちに炒りピーナツを入れ半ずりにし、Ａの調味料を加えて和え衣を作る。
　④③に②のにがうりを加えて和える。

サンゴーマル

串木野健康増進センター（☎33‐3450）

留学生が泊まったケンジントンホテル
（現在は貸しオフィスとして利用されている）
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シリーズ　まち・ひと元気⑧

くしんの盛り上げ隊

浜
は ま

ん馬
ば

場
ば

ん朝市
8月24日㈯ 朝6：00～11：00

会場：ピラード浜町

「商店街に元気を取り戻したい」
　市内の商店街の若手の店主など５人が、独自に商店街の活性化に向け取り組ん
でいます。
　彼らが今、計画しているのは、「浜ん馬場ん朝市」。かつて、歩行者天国で、多
くの新鮮な野菜や魚などが並び、買い物客で歩くのもままならなかった今のピラ
ード浜町（浜町アーケード）を会場に、朝市を復活させようとしています。
　今回の構想のきっかけは、一昨年８月いちき串木野商工会議所が開催した、若
手や二代目商店主が集まって自店や商店街の現状や問題点についての意見交換会
でした。その後、昨年11月末の研修視察に参加した５名は、自分達よりも小さな
商店街が頑張っていることに刺激を受け、その帰りのバスの中で「朝市」の構想
を打ち出します。

「自分たちが少し無理して頑張って動けば、他の歯車が動き出すはずだ」
　メンバーの一人服部剛幸さんは、空き店舗が増えたり、商店主が高齢化した
り、また一部では世代交代が進みつつある現状を背景に、商店街として再生する
には「今がぎりぎりで、今を逃すともう後がない」と話します。
　朝市の会場となる浜町市場通り会会長の今尾千賀男さんは、「何かしないとい
けないと思っていたが、実際に何かするとなると、なかなか難しい面があった」
と話し、今回のメンバーの取り組みを、「商店街自らも何かに取り組むきっかけ
になるのでは」と話し、朝市開催に期待を寄せます。

「地元愛があればこそ」
　正直、メンバーは、朝市開催が、自分たちの商売の売り上げに貢献するとは考
えていません。それでも朝市を開催するのは「地元が好きだから」ということに
ほかならないと言います。
　朝市開催が、商店街が元気になるきっかけとなることを期待して準備に奔走す
る「くしんの盛り上げ隊」のメンバー達。市民の皆様もぜひ、８月24日土曜日は
朝市にお越しください！

14

～いちき串木野は小さな美術館～　９月８日開催（日）

　県内外から 59 団体のアーティスト達が参加して行われるアートフェスタ。
　オリジナリティあふれる作品や雑貨などがいっぱい！体験コーナーもあり、楽
しい時間が過ごせます。ぜひお出かけください！

実行委員長の星原孝一さん
　「ぜひ、地元の方にも多
く来場してほしいと思いま
す。来て見て、色々感じて
くれると嬉しいです。」

浜ん馬場ん朝市と
同日開催

トロちゃん夏祭り
8/24 ㈯ 18：00 ～
ドリームセンター前

夜店やトロちゃんシール
抽選会、ステージなど

竹原勇輝さん（竹原自転車商会）

服部剛幸さん（㈲服部時計店）

亀㟢昌大さん（亀㟢染工㈲）

谷口俊二さん（谷口建具木工所）

双津良太さん（いちりゅう㈲）

ド
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ム

　セ
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ー

ロ
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リ
ー
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鹿
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銀
行 ピラード浜町

会　場





潮風だより

　身近にある自然の素晴らしさを知ってほしいと、いちき串木野市
サーフィン協会主催で、サーフィン教室が７月 １５ 日、照島海岸で
開催され、21 名が参加しました。参加者は、陸上で練習した後、
インストラクターに付き添われ、一緒に海に入っていきます。サー
フボードの上に腹ばいになり波の力に押され、立ち上がろうとしま
すが、バランスがうまくとれず、ボードから落ちる子が続出です。
それでも、何度か繰り返し、波に乗れるようになると、みんな最高の笑顔を見せていました。
　初めて参加した照島小学校２年生の土川大輝君は「７回立てた！（水に落ちて）サーフィンボード
の下にも入ったけど楽しかった。またやってみたい」と楽しそうに感想を話してくれました。

※ サーフィンは自然が相手のスポーツです。安全に楽しむため、サーフショップのスクールなどで海
とサーフィンの知識を学んでから楽しみましょう。

海の日サーフィン教室

　７月 15 日、土川漁港から市来海岸までを対象
に、「第 17 回海の日海岸クリーン作戦」が実施
されました。
　これは、市民の環境に関する意識啓発と海岸な
どの美化活動を目的として行われたもので、この
日は、約 1,550 人の市民の方々がボランティア
で参加して、約１時間か
けて海岸に打ち上げられ
たごみなどを懸命に回収
しました。これからも美
しい海や海岸を残してい
くために、地域ぐるみで
協力し合いましょう。
　早朝にもかかわらずご
協力いただき、ありがと
うございました。

海の日の海岸クリーン作戦
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クールビズで「食のまち」をＰＲ
　市では、市職員と関係団体で「食のまち」のロゴ
マーク入りのポロシャツを作成しました。
　日常の業務や市内外のイベント等で着用し、「食の
まち　いちき串木野」を更にＰＲしていきます。
　（問合せ先）食のまち推進課　☎33－5621

姉妹都市サリナス市からの派遣高校生　来市

　７月９日（火）から17日（水）にかけて、本市の姉妹都市であるアメ
リカ合衆国カリフォルニア州サリナス市から、高校生８名（男４名・
女４名）と引率２名が本市を訪れました。
　滞在中は、市内の家庭にホームステイをしながら、串木野高校や神
村学園高等学校との同世代交流を行い、さのさ祭への参加やそば打ち
体験・砂蒸し温泉など日本の教育・生活・文化等を幅広く体験しました。
　歓迎会の中で派遣生のデリック・ウエムラ君は「大好きだった祖父
のふるさとを訪問し、自分のルーツを辿ることができたことがとても
幸せです」とスピーチしました。
　ホストファミリーと触れ合いながら、言葉や習慣の壁を乗り越えた派遣生らは、「忘れることができ
ない思い出がいっぱいできました。日本の文化や生活を学ぶ、貴重な経験となりました。また遊びに来
ます！」と涙ながらに帰国しました。
　サリナス市からの高校生派遣は、今回で12回目を迎え、これまで114名の派遣生が本市を訪問して
います。来年（2014年）は、本市からサリナス市に中高校生を派遣する予定です。

まちの
話 題

串木野高校生との交流

砂蒸し温泉体験

さのさ祭りでダンス披露

示顕流体験

そば打ち体験

市長室にて

北米記念碑の前で
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「いちき串木野さるく」
モニターツアーが開催されました

　７月13日、鹿児島大学の萩原豪特任講師他学
生約９０人が参加して、モニターツアー「いちき
串木野さるく」が開催され、市内のエネルギー施
設や観光地などを散策しました。
　これは、市の観光資源が魅力的で情報が正しく
発信されているか、また、次世代エネルギーや産
業観光などの体験型観光を組み合わせて観光客の
増加を図る方法はないかなど、若者の視点から検
討してもらおうと、市が合同会社さつま自然エネ
ルギーに委託して実施したものです。
　初めて本市を訪れる学生が多いなか、市街地と
郊外を４つのコースに分かれて散策した後、各グ
ループで意見をまとめて発表が行われ、「来訪者」
「若者」の意見を聞く大変貴重な機会となりました。
　ツアーの様子は学生が作成した「いちき串木野
さるく」ブログでご覧になれます。

串木野中学校で「デートＤＶ（性被害から子ど
も達を守るために）」の男女共同参画講座開催

　７月11日、串木野中学校武道館で男女共同参
画事業の一環として、谷崎和代さん（鹿児島純心
女子大学准教授）を講師に招き、３年生と保護者
を対象に「デートＤＶ（性被害から子ども達を守
るために）」の授業を行いました。
　授業が始まると講師は、「思春期とは体と心が
変化する時期。今の子ども達は、コミュニケーショ
ン能力がないと言うが、その機会を奪っているの
は大人。大人が子どもの話を聴いてくれない。直
すべきは大人」と強調すると生徒たちは顔を上げ
ました。その後、自分の思っていることを相手に
指示や命令で言う（YOUメッセージ）と自分は
こう思っていると言い換えることで、相手も反発
もせず、気持ちよくコミュニケーションが取れる
（Ｉメッセージ）。この２つのメッセージの違いに
ついて話されました。
　また、性教育は生きるための心の教育であるこ
とを前置きに実際授業で使っている保健体育の教
科書の内容と性感染症について詳しく説明され、
生徒も保護者も熱心に聞き入っていました。

　７月４日、串木野高校の生徒３名と県ALTの
ジャーゲン・カレステン先生が串木野小学校で、
英語の出前授業を行いました。
　英語の童話の読み聞かせでは、同じ童話でもア
メリカと日本でその内容が異なっていることに驚
いたり、またアメリカのピザの写真を見て、その
大きさに子供たちは歓声をあげたりするなど、日
本とアメリカの文化の違いを楽しく学びました。

串木野高等学校生徒と
県ALTが英語の出前授業

まちの 話 題

口腔衛生ポスターコンクール入賞作品
　市学校保健会の主催により「歯と口の健康週間」
にあわせて口腔衛生ポスターコンクールが実施さ
れました。市内の学校から139点の応募があり、
優秀賞４点、特選39点が選ばれました。

【優秀賞】

照島小学校
川元美音さん

神村学園初等部
松元太壱君

神村学園初等部
堀ノ内豪君

串木野養護学校
今村悠人君
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　７月９日に観音ヶ池にあるハウスみかん（かご
しま早生）のはさみ入れ式が行われました。
　園主の松﨑純弘さんは、奥さんの敦子さんと二
人でみかんを育てており、今回出荷するのは「か
ごしま早生（ハウスパンダリン）」という品種で、
一昨年の11月に苗木を植え、今年初めての収穫
となりました。松﨑さんは、「今まで苦労してき
た甲斐があった。糖度も酸味もあり、いいみかん
ができた。消費者の方にいいものを提供できるの
がとてもうれしい」と感無量の様子でした。
　なお、収穫したみかんは、約８割が県内で販売
されるとのことで、松﨑さんの奥さんにおすすめ
の食べ方を聞いてみると「冷蔵庫で冷やして食べ
るといいですよ」と教えてくださいました。

ハウスみかん出荷始まる

まちの 話 題

ぶどう観光農園はさみ入れ式

　串木野巨峰観光農園のはさみ入れ式が、福薗
勉農園で７月24日にありました。今年は、天候
に恵まれ実りも色つきもよく、４つある観光農
園では、例年よりも多い約９トンの収穫を見込
んでいます。
　園主の一人、福薗勉さんは、多くの手間暇を
かけて大事に育ててきたとのことで「味には自

信があります」と話し、参
加した保育園児は、「甘い
においがする。いくつでも
食べられそう」と嬉しそう
に試食の感想を話しまし
た。ぶどう観光農園は８月
下旬ごろまで楽しめます。

　６月７日から７月２日までの５回コースで、「男
性のための簡単クッキング教室」が串木野健康増
進センターで開催されました。
　この教室は、高齢者や独居が増えるなか、男性
の方々に生活習慣病を予防するための食生活や簡
単な調理技術を学んでいただく機会として開催さ
れました。
　参加者の皆さんは、和気あいあいとした雰囲気
のなか、料理づくりに挑戦されていました。

男性のための簡単クッキング教室

園主の福薗勉さん

七夕飾りをプレゼント

　旧暦の七夕の時期にあわせて市来保育園児が、
市役所市来庁舎に七夕飾りをプレゼントしました。
　この七夕飾りは地域の高齢者に飾りの作り方を
教えてもらいながら作ったもので、園児たちは、
「おばあちゃん達と話しながら作るのが楽しかっ
た」「洋服（の形をした）飾りを教えてもらった」
と作った時の様子を教えてくれました。
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全国小学生陸上競技交流大会出場市水泳選手権大会

　串木野西陸上スポーツ少年団が７月14日に開
催された南日本小学生陸上大会で上位入賞し、８
月24日に日産スタジアム（横浜市）で開催され
る第29回全国小学生陸上競技交流大会に出場し
ます。串木野西陸上スポーツ少年団の健闘を期待
します。
【参加種目】
◎女子走り高跳び
　中薗なつみ（串木野小５年）
◎女子４×100ｍリレー
　野元優理（串木野小６年）　岡田菜野（串木野小６年）
　久徳　遥（串木野小６年）　前田光希（串木野小６年）
　坂元莉歩（串木野小５年）
◎男子４×100ｍリレー
　祐下芳輝（串木野小６年）　馬場莉大（串木野小６年）
　岡田天臣（串木野小５年）　榎木絢翔（串木野小５年）
　榎木陽翔（串木野小５年）

　7月28日、串木野西中学校プールで第8回いち
き串木野市水泳選手権大会が開催されました。
　各種目の1位は次のとおりです。（敬称略）

【小学生の部】　　　　　　　　　　　　	 時間
25m自由形	 男子　西小野泰志　1年	 19秒71
　　　　　　　	 女子　久保　星夏　3年	 27秒22
50m自由形	 男子　西小野皓大　4年	 31秒02
	 	 大会新記録
	 女子　濵田　梨穂　6年	 39秒94
25mバタフライ	 男子　西小野泰志　1年	 21秒74
	 	 大会新記録
50mバタフライ	 男子　西小野皓大　4年	 33秒92
	 	 大会新記録
25m背泳ぎ	 男子　外薗　陽斗　3年	 27秒97
	 	 大会新記録
50m背泳ぎ	 男子　江藤　楓真　6年	 49秒71
	 女子　松﨑　胡桃　5年	 1分19秒74
25m平泳ぎ	 男子　今辻　拓真　6年	 30秒80
	 女子　久保　星夏　3年	 39秒72
50m平泳ぎ	 男子　馬場　莉大　6年	 47秒60
	 女子　濵田　梨穂　6年	 1分04秒18
100m自由形	 男子　松田　怜大　6年	 1分40秒31
100m平泳ぎ	 女子　久留　綾音　6年	 2分10秒83

【中学生の部】
50m自由形	 男子　満冨　唯人　6年	 29秒91
	 女子　田中咲希子　3年	 37秒05
50mバタフライ	 男子　満冨　唯人　6年	 35秒86
50m背泳ぎ	 男子　松﨑　元基　3年	 42秒98
50m平泳ぎ	 男子　藤田　京都　2年	 41秒01
	 女子　濵田　佳穂　1年	 50秒42
100m自由形	 男子　松田　祐輝　2年	 1分07秒16
	 女子　有村　美紅　2年	 1分36秒91
100m平泳ぎ	 男子　藤田　京都　2年	 1分33秒20

【一般の部】
50m自由形	 男子　平石　克也　大原	30秒81
50m平泳ぎ	 男子　内田　大作　上名	36秒50

　７月25日、多目的グラウンドで日置地区高齢
者クラブ協議会シルバーグラウンドゴルフ大会が
開催され、串木野Ｃチームが３位に入賞し、10
月に開催される県大会に出場することになりまし
た。おめでとうございます。

　８月１日に北原ツナさん（崎下手）が、100歳
の誕生日を迎えられました。おめでとうございま
す。
　現在、本市の100歳以上の方は21名になりま
した。

日置地区シルバーグラウンド
ゴルフ大会で３位入賞

まちの 話 題

1００歳おめでとうございます
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おしらせ版

　市議会では、９月議会から市のホームページで
本会議（生中継・録画）のインターネット配信を
予定しています。
　また、串木野庁舎（１階鹿銀出張所前）と市来
庁舎（１階市民課前）でも本会議の模様をご覧い
ただけるようになりますのでご利用ください。

●日　時　９月２日（月）９：45～ 12：00
●場　所　串木野健康増進センター　２階和室
●対象者　�未就園児の保護者の方はもちろん、講

話に関心のある方はどなたでも結構で
す。

●講　師　ＮＬＰメンタルコーチ・心理臨床家
　　　　　岩元　應和　先生
●参加料　無料
●定　員　�申し込み多数の場合は、締め切らせて

いただく場合もあります。
●申込み　�８月29日（木）までに串木野健康増

進センターへ
　　　　　※託児あり（要予約・飲み物持参）
●問合せ　串木野健康増進センター
　　　　　子育て支援センター　☎33－0192

　第８回市民体育大会を次の日程で開催します。
市民の皆様がスポーツを通して互いにふれあい、
健康つくりをすすめる楽しい大会になるよう計画
しております。
　皆様の参加をお待ちしております。
●期　日　10月13日（日）　（雨天中止）
※中止の場合は、防災行政無線でお知らせします。
●場　所　多目的グラウンド
●開会式　８：30～

【お願い】
　駐車台数に限りがあり混雑が予想されます。
　ご近所お誘い合わせのうえ、乗り合わせでお越
しくださるようお願いします。
　なお、当日、会場までの送迎バスを運行します
のでご利用ください。
　また、今回は11時頃から各コースにて１回、
巡回バスも運行予定としておりますので、そちら
も是非ご利用ください。
　詳しくは、広報９月20日号と同時に配布する
プログラムをご覧ください。

　10月１日を基準日に住宅・土地統計調査が実
施されます。この調査は我が国における住戸に関
する実態などを調査し、住生活関連諸施策の基礎
資料を得ることを目的とした大切な調査です。
　つきましては、９月上旬より一部地域の住戸を
調査員証をつけた調査員が確認のため巡回し、９
月下旬より調査の依頼に伺います。調査の対象と
なられた世帯については、調査へのご理解とご回
答をお願いいたします。

●日　時　９月19日（木）９：45～ 12：00
●場　所　串木野健康増進センター（２階和室）
●対象者　生後２か月～ 10か月児とその母親
●講　師　わらべうたベビーマッサージ認定講師
　　　　　小島　美幸　先生
●参加料　無料　託児あり（要予約・飲み物持参）
●持ってくるもの　バスタオル・飲み物
●申込み　�９月17日（火）まで
●問合せ　串木野健康増進センター
　　　　　子育て支援センター　☎33－0192

議会中継を開始します
議会事務局（☎33－5648）

子育て講座の開催
串木野健康増進センター（☎33－3450）

第８回市民体育大会について
市民スポーツ課（☎21－5129）

住宅・土地統計調査の実施について
政策課（☎33－5672）

ベビーマッサージ＆
産後シェイプアップ体操教室

串木野健康増進センター（☎33－3450）

☆むし歯0
ゼロ

おめでとう☆
（５歳児歯科検診結果）

串木野健康増進センター（☎ 33‐3450）
　7月 2 日の５歳児歯科検診において、むし
歯がなかったお子さんをご紹介します。

　市では、乳幼児のむし歯予防に地域全体で
取り組んでいます。
　皆さんも、５歳児歯科検診でむし歯０

ゼロ
を目

指しましょう！
☆かかりつけの歯科医院をつくって、家族み
んなで歯の健康づくりに取り組みましょう。
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21



　原子力広報・調査等交付金事業の一環として、
原子力発電や環境放射線監視体制、またその他の
発電に関する正しい知識の普及啓発のために、原
子力発電所、揚水式発電所等の見学会の参加者を
募集します。
●日　　程　10月１日（火）８：15～
　　　　　　10月３日（木）18：00
　　　　　　〔唐津市及び福岡市に２泊の予定〕
●実施方法　専用（貸切）バスにて移動
●参 加 費　無料
●対 象 者　�市内に在住の18歳以上の方（学生

も含む）
●募集定員　�20名
　　　　　　（募集定員を超える場合は抽選）
●見学予定　�川内原子力発電所、鹿児島県環境放

射線監視センター（薩摩川内市）、
玄海原子力発電所（佐賀県玄海町）、
天山揚水式発電所（唐津市）、九州
エネルギー館（福岡市）、メガソー
ラー大牟田発電所（大牟田市）

●申込期限　９月10日（火）
●説 明 会　９月17日（火）10：00～
　　　　　　串木野庁舎２階会議室
●申込・問合せ　政策課　政策係
※�これまでに当事業に参加された方はご遠慮くだ
さい。
※�バスでの移動が１日６時間程度となりますので、
希望者は体調を考慮してお申し込みください。

　来年４月１日に消費税が５％から８％へ引き上
げられる予定ですが、引き上げに伴う「価格転嫁
対策」は早めに講じる必要があります。
　そのため、いちき串木野商工会議所では次のセ
ミナーを開催しますので、市内商工業者・従業員
等の皆様、この機会に是非ご参加ください。
①消費税引上げを乗り越えるＩＴ活用講習会
　●内容　�消費税増税に負けないように、タブ

レット型端末などＩＴを活用して集
客・営業と業務効率化のポイントにつ
いて

　●日時　９月13日（金）14：00～ 16：00
② 消費税引上げに備える売り場づくり講習会（小

売業・サービス業向け）
　●内容　�売場づくりの工夫（買う気が動くＰＯ

Ｐ＆プライスカードの作り方の具体
例）

　●日時　９月19日（木）14：00～ 16：00
①②共通
　●場　所　いちき串木野商工会議所２階会議室
　●受講料　�いちき串木野商工会議所会員企業…

無料
　　　　　　非会員企業…�2,000円／１事業所

（人数は問いません）
　　　　　　※会員企業の従業員の方は会員扱い
　●定　員　40名程度（先着順）
　●申込み　�８月30日（金）までにファックス

で申込み（FAX　32－9891）
　※�申込書は会議所ホームページよりダウンロー
ドしてください。（インターネット等環境の
ない方はお問い合わせください。）

　※�いちき串木野商工会議所では、消費税転嫁対
策として、さらに上記ビジネスセミナー受講
企業等を中心に増税前の経営課題に対し、対
策・改善に向けて各分野の経験豊富な専門家
を１事業所3回程度無料で派遣します。

　　�一度のお申し込みで様々な課題を解決できま
すのでこの機会に是非ご利用ください。

　●問合せ　いちき串木野商工会議所☎32－2049

まず相談しませんか？
～司法書士による消費生活無料相談会～

水産商工観光課（☎33－5638）

商工会議所の資金繰り対策
日本政策金融公庫との一日公庫のご案内

水産商工観光課（☎33－5638）

　次のとおり、特設人権相談所が開設されます。
　相談は無料で、秘密は守られます。お気軽にご
相談ください。
●日程

●相談員
　鹿児島地方法務局川内支局職員
　いちき串木野市人権擁護委員

　クレジットやサラ金の多重債務問題、訪問販売
などによるトラブルなど消費生活に関する問題で
お悩みの方を対象に、司法書士による無料相談会
を開催します。お気軽にご相談ください。
●開催日時　９月３日（火）13：30～ 16：30
　　　　　　（相談時間は一人30分程度）
●開催場所　市役所（串木野庁舎）
●申込期限　�相談を希望される方は８月30日

（金）までに水産商工観光課へ申し
込みください。

●日　時　９月18日（水）９：30～ 16：00
●場　所　いちき串木野商工会議所２階会議室
●申 込み　９月11日（水）まで
　　いちき串木野商工会議所に申込書があります。
　�　申込書には、決算書２期分（決算後６か月以
上経過している場合、合計残高試算表）を添付。

　　設備資金の場合は見積書を添付。
　※�日本政策金融公庫等の資金の借り入れについ
ては市利子補助制度もあります。

●申込・問合せ
　いちき串木野商工会議所　☎32－2049

特設人権相談所の開設
市民課（☎33－5611）市来庁舎市民課（☎21－5114）

九州エネルギー施設見学会参加者募集
政策課（☎33－5634）

消費税転嫁対策ビジネスセミナー
水産商工観光課（☎33－5638）

市来高齢者福祉センター 中央公民館
９月９日（月） 

10：00 ～ 15：00
９月 13 日（金） 

10：00 ～ 15：00
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　受付期間・試験期日は、変更になることもあり
ます。
　詳しくは、自衛隊鹿児島地方協力本部薩摩川内
出張所（担当者　玉城☎22－2401）または市民課（串
木野庁舎）へお問い合わせください。

平成25年度自衛官等募集
市民課（☎33－5612）

浸水のおそれのある住宅の
かさ上げに補助があります

都市計画課（☎21－5152）

平成26年度がけ地近接等危険住宅
移転事業の募集について

都市計画課（☎21－5154）

平成26年度「鹿児島障害者
職業能力開発校入校生」募集

福祉課（☎33－5619）

　降雨の影響により、過去に浸水の被害を受けた
地域の住宅につきましては、住宅かさ上げ工事等
への補助を行っています。
　補助の対象となる住宅など詳しくは、都市計画
課都市計画係までお問い合わせください。

●事業の概要
　�　がけ地に近接して建っている危険住宅を
安全な場所へ移転するための助成制度で
す。

　�　移転に際し、危険住宅の撤去費用（限度
あり）と新たな住宅の建設・購入等のため
金融機関から融資を受けた借入金の利子相
当額（限度額あり）に補助金として交付し
ます。

●対象住宅
　・高さ２ｍ、角度30度以上のがけに近接
　・昭和46年８月31日以前に建設
　・現に居住していること
　・�平成26年度に住宅の建設・解体を実施
する方

●申込期限　９月10日（火）まで

●受付期間
　【新卒】９月13日（金）まで
　【新卒・一般】10月１日（火）～ 11月15日（金）
● 訓練科目　情報電子科・デザイン製版科・建築
設計科・義肢福祉用具科・ＯＡ事務科・アパレ
ル科・造形実務科

●�応募資格　障がいを証明する手帳等をお持ちの
方で、

　・修了後就業の意志がある方
　・障がいの症状が固定している方
　・訓練及び集団生活に支障のない方　など
●願書提出先　　ハローワーク伊集院
　願書は下記問合せ先にあります。
●入校料・授業料　　無料
　※�ハローワークのあっせんを受けられた方は、
訓練手当などが支給される場合もあります。

　※�手帳をお持ちでない方や詳しいことはお問い
合わせください。

●問合せ
　・ハローワーク伊集院　☎099－273－3161
　・鹿児島障害者職業能力開発校　☎44－2206
　　�（〒895－1402　薩摩川内市入来町浦之名1432
番地）

※�鹿児島障害者職業能力開発校とは、障がいをお
持ちの方がその能力に適する職種についての基
礎となる知識・技能を習得し、就業による自立
と生活の安定を図ることを目的とする公共職業
能力開発施設で、国が設置し、その運営を鹿児
島県に委託しているものです。

１　男子　※自衛官候補生
受付期間 試験時期 採用時期

８／１㈭～９／６㈮ ９／ 16 ㈷ ３～４月
（平成 26 年）

２　女子　※自衛官候補生
受付期間 試験時期 採用時期

８／１㈭～９／６㈮ ９／ 22 ㈰ ３～４月
（平成 26 年）

３　自衛官等（自衛官候補生を除く）
区分 受付時期 試験時期 採用時期
一
般
曹
候 

補
生

陸 ８／１㈭
～

９／６㈮

１次
　９／16㈷
２次
　10月初旬

３～４月
（平成26年）海

空

航
空
学
生

海
８／1㈭

～
９／６㈮

１次
　９／21㈯
２次
　10／12㈯～17㈭
３次
　11月～12月

３～４月
（平成26年）

空

防
衛
医
科
大
学
校 

看
護
学
科
学
生

陸
９／５㈭

～
９／30㈪

１次
　10／19㈯
２次
　11月中旬

３～４月
（平成26年）

陸
上
自
衛
隊
高
等 

工
科
学
校
生
徒
（
男
）

陸 詳細については、鹿児島地方協力本部
薩摩川内出張所にお問い合わせください。

防
衛
大
学
校
学
生

一
般 

（
前
期
日
程
）

９／５㈭
～

９／30㈪

１次
　11／９㈯･10㈰
２次
　12月中旬 ４月

（平成26年）
一
般 

（
後
期
日
程
）

平成26年 
１／22㈬

～
１／31㈮

１次 平成26年
　３／７㈮
２次 平成26年
　３／20㈭

防衛医科 
大学学生

９／５㈭
～

９／30㈪

１次
　11／２㈯・３㈰
２次
　12月中旬

４月
（平成26年）
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　９月１日に選挙人名簿に登録する方の名簿を次
により縦覧に供します。
●縦覧期間　９月３日（火）～９月７日（土）
●縦覧時間　８：30～ 17：00
●縦覧場所　�いちき串木野市選挙管理委員会事務

局（市来庁舎１階）

　海区漁業調整委員会委員選挙人名簿は、１年ご
とに作成されます。
　この名簿に登録しなければ、海区漁業調整委員
会委員選挙について投票および立候補ができない
ことになりますので、資格のある方は、必ず申請
してください。
●申請の現在日　９月１日（日）
●申請書の提出期限　９月５日（木）
●申請書の提出先　�
　いちき串木野市選挙管理委員会（市来庁舎１階）
※�申請用紙は、平成24年登録者には行政嘱託員
に配布・取りまとめを依頼しますが、新規に登
録申請される方は行政嘱託員に申し出てくださ
い。
●資格者
　⑴�平成５年12月６日までに生まれた方で、市
内に住所または事務所を有し、１年間に90
日以上漁船を使用する漁業を営みまたは漁業
者のために水産動植物の採捕もしくは養殖に
従事する方。

　⑵�海区漁業調整委員会の委員または漁業協同組
合もしくは漁業協同組合連合会の役員であっ
て、その委員または役員に就任後、⑴に該当
しなくなった方。

●申請書
　申請書は、いちき串木野市選挙管理委員会およ
び各漁業協同組合（市来町、串木野市島平、串木
野市、羽島）に設置してあります。

海区漁業調整委員会委員選挙人
名簿の登録申請をしてください。

選挙管理委員会（☎21－5125）

　この制度は、事業主の方々が、建設業で働く労
働者の働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を
共済手帳に貼り、その労働者が建設業界で働くこ
とをやめたときに建退共から退職金を支払うとい
う、いわば業界全体での退職金制度です。
●加入できる事業主　建設業を営む方
●対象となる労働者　建設業の現場で働く方
●掛金　日額310円
●特長
　・�国の制度なので安全、確実、申込手続は簡単
です。

　・経営事項審査で加点評価の対象となります。
　・掛金の一部を国が助成します。
　・�掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、
個人では必要経費として扱われ、税法上全額
非課税となります。

　・�事業主が変わっても退職金は企業間を通算し
て計算されます。

※�ホームページ「建退共」に、制度説明用動画、
Ｑ＆Ａなど、建退共制度の知りたい情報が記載
されています。ぜひ、アクセスしてご覧くださ
い。

　（http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/）
※�詳しくは、建退共鹿児島支部
　（☎099－257－9216）へお問い合わせください。　後納制度（国民年金保険料の納期限の延長）が

あります。
　これまでは、国民年金保険料を納め忘れたまま
２年を超えると保険料を納めることができません
でしたが、昨年の10月から３年間に限り、過去
10年以内の納め忘れた保険料を納めることがで
きる、後納制度が始まっています。
　過去10年以内の保険料を納めることで、将来
の年金額を増やしたり、年金の受給権につなげる
ことができるようになります。
　◎�後納制度は事前申し込みが必要です。
　　�ただし、審査の結果、後納制度を利用できな
い場合があります。

　◎�３年度以上遡って保険料を納付する際は加算
金がかかります。

　◎�老齢基礎年金を受給している方は対象となり
ません。

●問合せ
　国民年金保険料専用ダイヤル　☎0570－011－050
　川内年金事務所　☎22－5276

選挙人名簿登録者の名簿の縦覧
選挙管理委員会（☎21－5125）

ねんきん広報だより
市民課（☎33－5612）・市来庁舎市民課（☎21－5114）

知っていますか？建退共制度

　家屋に関する固定資産税は、毎年１月１日現在
に存在する家屋について課税されます。今年１月
２日以降に家屋を取り壊された方は届け出をして
ください。
　なお、居住用家屋を取り壊した跡地を駐車場等
に変更しますと、住宅用地に対する軽減措置の適
用がなくなり、翌年度から税額が上昇する場合が
あります。
●問合せ
　税務課　固定資産税係
　市来庁舎　市民課　税務係　☎21－5116

固定資産税に関するお知らせ
～家屋の滅失届はお済みですか？～

税務課（☎33－5617）
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９月９日は「救急の日」
～集団災害事故救急訓練の実施～

消防本部（☎32－0119）

あなたも消防団活動へ参加しませんか
～女性もなれます！消防団員募集！～

消防本部（☎32－0119）

●日　時　９月６日（金）　14：15～ 15：15
●場　所　いちきアクアホール付近一帯

　９月９日の「救急の日」にあたり、市医師会・
消防署などの関係機関が交通事故想定の集団災害
事故救急訓練を行います。
　この訓練では、消防車と救急車がサイレンを鳴
らして走行しますので、火事や救急事故と間違わ
ないようにしてください。
　また、付近道路では通行止等の交通規制が行わ
れますので、ご理解、ご協力をお願いします。

　すべての住宅は、住宅用火災警報器の設置が平
成23年６月１日から義務づけられています。設
置が済んでいない住宅は、早急に設置をお願いし
ます。

住宅用火災警報器が役立った事例
【事例１】　木造平屋建住宅　家人がカセットコン
ロで調理中、点火したまま知人と外出したため、
鍋から煙が発生し、台所に充満した煙で住宅用火
災警報器が発報、発報を受信した警備会社が消防
署に通報した。消防到着時にはカセットコンロの
ボンベは空になっており、火は消えていた。
� （出水市）

【事例２】　木造平屋建住宅　家人が、台所でガス
コンロに鍋をかけ、途中、風呂の焚付けをしよう
と10分位ガスコンロから離れたところ、鍋から
煙が発生し住宅用火災警報器が発報したもの。発
報に気付き台所にもどると、室内に煙が充満して
いたため、ガスコンロの火を消し、窓を開けて煙
を外に出し、119番通報したもの。
� （湧水町）
このほかにも多くの事例があります。
●設置する場所と種類
　・寝室　（煙式）
　・�２階に寝室がある場合、寝室と階段の天井ま
たは壁の上方（煙式）

　※�台所への設置義務はありませんが、設置して
いれば安心です。（熱式または煙式）

【設置例】�２階建てで、１階と２階に寝室がある
場合

●設置済みの方へ
　「いざ」という時に警報器がきちんと鳴るよう、
１年に１回程度、作動点検と清掃を行ってくださ
い。
　点検は、点検ひもを引くか点検ボタンを押して
ください。清掃は、掃除機等でほこりをとりましょ
う。
　詳しい方法は取扱説明書をご覧いただくか、一
般社団法人日本火災報知機工業会のホームページ
をご覧ください。

　本市消防団員が分団ごとに、日頃の訓練で培っ
た統制のとれた規律訓練を披露し、その指揮号
令、部隊行動の確実性などを競う分団対抗の大会
です。
　多数のご観覧、ご声援をお願いします。
●日時　９月８日（日）
　　　　８：30～ 12：00（雨天決行）
●場所　日置北部公設地方卸売市場（西薩町）

●入団資格
　市内に居住する満18歳以上（高校生を除く）
で健康な方（男女を問いません）
●活動内容
　・�消火活動、地震・風水害時の救助・避難誘導
等

　・火災予防運動週間中の広報活動、年末夜警
　・�出初式や消防操法大会、規律訓練大会等の行
事への参加

●待遇
　・階級に応じた年額報酬、各種災害出動等手当
　・活動服、アポロキャップ等の被服貸与
　・�公務災害補償制度、退職報償金支給制度、福
祉共済制度、消防団員サポート制度など

●申込・問合せ
　消防本部総務課総務係☎32－0119

第３回いちき串木野市消防団規律訓練大会
消防本部（☎32－0119）

住宅用火災警報器の設置はお済ですか
消防本部（☎32－0119）
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　初心者対象のマジック教室を開催します。
●日　時　９／24（火）・10／１（火）・
　　　　　10／16（水）・10／22（火）・
　　　　　10／29（火）・11／５（火）
　　　　　計６回　（各日13：30～15：30）
●場　所　市来地域公民館
●受講料　無料（ただし、材料費は自己負担）
●定　員　�10名（定員を超えた場合は初心者優

先とし、結果は各人に通知します）
●対象者　一般成人
●申込期限　９月２日（月）まで
●申込み　�電話またはファックスで社会教育課へ

申し込みください。FAX　36－5044
※�ファックスでの申込みは、氏名・住所・年齢・
電話番号を記入してください。

※�申込者が少ない場合、開講しない場合があります。

第34回公民館対抗壮年
バレーボール大会

市民スポーツ課（☎21－5129）

●日　　時　９月15日（日）８：45スタート
●場　　所　入来城山ゴルフ倶楽部
●参 加 料　2,000円（プレー代は各自負担）
●参加資格　�市内在住または市内事業所に勤務す

る方
●募集人員　120名（定員になり次第締切）
●申込方法　�個人またはグループ（４名１組）で、

FAXでお申し込みください。
●申込期限　９月５日（木）
●申込・問合せ先　いちき串木野市ゴルフ協会事務局
　　　　　　☎32－0190　FAX　33－1907
　　　　　　東洋ベンディング　西上原

●日　　時　９月８日（日）９：00開会式
●場　　所　いちき串木野市パークゴルフ場
●競技方法　⑴�競技は日本パークゴルフ協会規則

に基づいて行う
　　　　　　⑵種目　男女別個人戦
　　　　　　⑶36ホールストロークプレー
　　　　　　※�同順位の場合は優勝から３位まで

プレーオフとし、以下は年齢（上
位）勝ちとする。

●参加定員　先着80名
●参 加 料　１人1,500円（大会当日納入）
　　　　　　※コース使用料及び昼食等含む
　　　　　　※�クラブ・ボールをお持ちでない方

は無料で貸し出します。
●申込期限　９月２日（月）17：00まで
●申込方法　パークゴルフ場にお申し込みください。
●問 合 せ　いちき串木野市Ｂ＆Ｇ海洋センター
　　　　　　指定管理者（株）日本水泳振興会
　　　　　　☎32－8994

　市民の皆様のご参加・ご声援をお願いします。
●日　　時　９月24日（火）～28日（土）20：00～
　※参加チーム数により期間は変更されます。
●場　　所　市来体育館
●�試合方法　日本バレーボール協会の９人制ルー
ルを基本として行いますが、一部、大会特別ルー
ルを採用し、参加チームをＡ、Ｂ、Ｃのクラス
に分けて行います。詳細はお問い合わせくださ
い。
● 参加資格　市内に住む昭和50年４月１日以前
に生まれた男女により、１公民館によるチーム
編成とするが、戸数の少ない公民館等において
は２公民館（近隣）での編成を認める場合もあ
ります。
●申込期限　９月６日（金）まで
●抽　　選　９月12日（木）19：00～市来庁舎
●申込・問合せ　・吉田（市来庁舎市民課）☎21－5111
　　　　　　・中間（税務課）　　　　☎33－5615

第８回いちき串木野市民ゴルフ大会
市民スポーツ課（☎21－5129）

『マジック（手品）教室』受講生募集
社会教育課（☎21－5128）

かんたん染色教室
文化振興課（☎21－5113）・指定管理者㈱図書館流通センター  

第６回Ｂ＆Ｇ杯パークゴルフ大会
市民スポーツ課（☎21－5129）

　税関では、終戦後、外地から引き揚げてこられ
た方々からお預かりした通貨や証券類をお返しし
ています。
●お返しする通貨等
　・�終戦後、外地から引き揚げてこられた方々が、
上陸地の税関・海運局に預けられた通貨・証
券など。

　・�外地の集結地において、総領事館、日本人自
治会などに預けられた通貨・証券などのうち、
その後日本に返還されたもの。

●返還請求できる方
　ご本人だけでなく、ご家族の方も請求できます。
●問合せ
　長崎税関業務部税関相談官　☎0120－828－680

引揚者並びにご家族の皆様へ

　身近にある玉ねぎの皮を使って染色し、世界に
１つしかないオリジナルのハンカチを作りません
か。
●日　時　９月16日（月・祝）13：00～16：00
●場　所　市来地域公民館　第４研修室
●定　員　親子ペア　先着５組
●申込み　�８月24日（土）より市立図書館本館、

市来分館または電話にて受付開始。
●持参するもの　�綿の白ハンカチ１枚、エプロン、準備

できるようであれば玉ねぎの皮（１玉
分くらい）
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お　く　や　み　（７月届出分）

故　人 年齢 住所または�
公民館

喪主または
届出人

中　原　ト　シ 90 港 町 中原　洋人

下酔尾　　　勲 81 酔 之 尾 下酔尾　隆

久　保　惠美子 71 横 須 花牟礼三幸

野　田　ノブ子 88 野 下 野田　静雄

長　﨑　千　里 84 石 川 山 長﨑　　昭

森　　　チヂ子 91 浜 町 森　　柾美

堀　切　一　正 79 日 出 町 堀切マサ子

橋　口　敦　子 75 平 向 橋口　正憲

濵　屋　ユ　キ 102 別 府 濵屋　　明

井　上　　　久 92 天 神 町 井上せつ子

濵　松　四　次 87 浜 東 濵松ミサヲ

平　野　サツ子 77 曙 町 平野　純孝

長　　　俊　子 82 中 尾 町 長　　育郎

竹之下　陽　子 83 浜 ケ 城 竹之下悦司

坂　口　和　子 71 曙 町 坂口　嘉昭
中　島　タヱ子 63 中 原 中島　尚美

平　地　邦　重 90 石 川 山 平地久美子

木佐貫　照　子 77 金 山 木佐貫正之

植　屋　靜　夫 91 酔 之 尾 植屋　健一

松　元　保　孝 84 土 川 松元　麗子

外　所　トミ子 85 旭 町 脇　　明子

大久保　 　江 102 平 向 大久保綾子

吉　村　範　雄 84 中 原 吉村　キミ
（届出人が同意された方を掲載してあります）

　移動図書館車が市内を巡回します。お気軽にご
利用ください。

●問合せ　市立図書館　☎33-5655

９月の移動図書館車巡回日程
文化振興課（☎21－5113）・指定管理者㈱図書館流通センター  

コース 巡回日 コース 巡回日

１コース ９月３日㈫ ９コース ９月12日㈭

２コース ９月４日㈬ 10コース ９月17日㈫

３コース ９月５日㈭ 11コース ９月18日㈬

４コース ９月６日㈮ 12コース ９月19日㈭

５コース ９月10日㈫ 13コース 休み

６コース ９月11日㈬ 14コース ９月25日㈬

７コース ９月13日㈮ 15コース ９月26日㈭

８コース ９月16日（月・祝）

　相談はいっさい無料です。
　お気軽にご相談ください。
　秘密は厳守されます。

※�『法律相談』を希望される方は社会福祉協議会
に予約してください。（定員７名）
　その他の相談は、当日会場で受け付けます。
●問合せ　社会福祉協議会

９月の心配ごと相談
社会福祉協議会（☎32－3183）

相�談�場�所
及　び
相�談�時�間

相談種別
相　　談　　日

相談員6日 13日 20日 27日
金 金 金 金

串木野高齢者
福祉センター
9：00

～

12：00

生活・福祉 ○ ○ ○ ○ 心 配 ご と
相 談 員児 童 相 談

健康・介護相談 ― ○ ― ― 看 護 師

年金・保険 ○ ― ○ ○ 社 会 保 険
労 務 士交通事故相談

財産・登記相談 ○ ― ○ ○ 司法書士
行政書士

税金・経営相談 ― ○ ― ― 税 理 士

※法律相談 ― ○ ― ― 弁 護 士

市来高齢者
福祉センター
10：00～12：00

生 活 ・
福 祉 相 談

3日 10日 17日 ―
心配ごと
相 談 員

火 火 火 ―

○ ○ ○ ―

８月の市税・保険料納期
税務課（☎33‐5682）

国 民 健 康 保 険 税　第３期
後期高齢者医療保険料　第３期
介 護 保 険 料　第３期

９月２日

　納期限内の納付にご協力ください。
　今月の口座振替日は、８月26日です。口座振
替の方は、預金残高のご確認をお願いします。
　なお、口座振替の手続きは、お近くの金融機
関に納付書・通帳・届出印を持参のうえ、お手
続きください。

納税は社会参加の第一歩
（平成 24年度「税に関する作品」より）
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子どもの名前 保護者 公民館または住所

古　川　　　京
けい

　くん 父：政伺さん 昭和通

出生届の届出期間は、生まれた日から１４日以内

※持参するもの…
●出生届（出生証明書）１通　●母子健康手帳　
●�国民健康保険証（加入者のみ）　
●印鑑（届出人のもの）
（届出人が同意した方を掲載してあります。また、
住所欄は公民館、または住所での掲載となります。）

かわいい天使たち（6月届出分）

奥平　颯
そう

真
ま

くん
（曙町）

元気に育ってね

父：善幸さん・母：美津代さん

藤井　陽
ひな

太
た

くん
（佐保井）

元気にたくましく育ってね

父：直幸さん・母：一美さん

川畑　彩
あや

海
み

ちゃん
（西島平町）

元気に産まれてきてくれて
ありがとう♡

父：真二さん・母：幸美さん

濱屋　沙
さ

那
な

ちゃん
（麓）

産まれてくれて
本当にありがとう！

父：隆彦さん・母：美保さん

山下　葵
き

祐
すけ

くん
（春日町）

大きくのびのびと育ってね

父：佳祐さん・母：ゆかりさん

濵﨑　旬
し ゅ ん

人くん
（汐見町）

いつまでもお兄ちゃんと
仲良くね

父：洋さん・母：昌子さん

渕上　琳
りん

太
た

郎
ろう

くん
（汐見町）

すくすく元気に育ってね！

父：徹さん・母：あすかさん

茶園　璃
り

亜
あ

斗
と

くん
（緑町）

ようこそ茶園家へ
パパとママの宝物です♡

父：祐輔さん・母：奈那美さん

前田　梓
し

乃
の

ちゃん
（天神町）

産まれてきてくれて、
ありがとう !!

父：幸三さん・母：直子さん

中島　心
しん

磨
ば

くん
（汐見町）

元気に大きく育ってね♡

父：恵さん・母：果倫さん

森　妃
ひ

美
み

華
か

ちゃん
（港町）

お兄ちゃん達と仲良く
元気に育ってね !!

父：拓也さん・母：麻衣美さん
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