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の収穫に思う
　羽島の赤土で育つ馬鈴薯。この新村政治さんの畑で収穫して
いるのはニシユタカという品種。京都に出荷されます。
　掘り出した馬鈴薯は、畑で一つづつ丁寧に手で土を落とし、
おおよその大きさに分けてコンテナに入れます。持ち帰った後、
もう一度正確に重さを量り、大きさごとに仕分け、段ボールに
詰めて出荷です。
　これらすべて手作業。これだけ手間をかけても、値段が出な
い年は赤字になるので小さいサイズは出荷しないこともあるそ
うです。
　幸い今年は「値段も良かったし、病気も入らなかった。災害
もこなかった」と一安心されていた様子に、農家の方の心を垣
間見た気がしました。
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【長沢鼎の25歳の時の写真や新聞のインタビュー記事】
アメリカでの長沢の姿を伝える貴重な資料。

【森有礼「雄虎之図」（虎の絵）】
森有礼が描き、羽島滞在
中にお世話になった川口
家に贈ったと言われてい
るもの。長く所在不明だっ
たが、今回発見された。

【森有礼「書簡集」（巻子）】
各界の人々が森に宛てた
書簡18通と森自身が書
いた書簡1通が一つの巻
物にまとめられている。
これまで森宛ての個人的
な書簡は存在しないと言
われていたため、今回の
資料は、極めて貴重。

薩摩藩英国留学生渡欧150周年記念

薩摩藩英国留学生記念館２階デッキ 通常の観覧料でご覧いただけます。
企画展は10月まで開催

森
も り

 有
あ り

礼
の り

と長
な が

沢
さ わ

 鼎
か な え

～それぞれの人生～

特別企画展
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　年が近い二人は互いに信頼を寄せあう仲でした。
　ともに薩摩スチューデントとして英国に渡ったのち、他のスチューデントらと６名で渡米し、ハリスが主宰す
るキリスト系の新興教団に身を置きます。ハリスの神を絶対とする考えと、送り出してくれた薩摩藩の恩義との
間に疑問を感じ帰国するスチューデントがいるなか、森と長沢はハリスのもとに残りますが、森はハリスの勧め
で帰国します。
　その後、薩摩藩の同志に帰国を勧められた長沢は、ハリスに対する恩愛の念と、薩摩藩やその同志への報恩の
念の板挟みに苦しみますが、外交官として再びアメリカを訪れた森に、帰国したい思いを伝えながらも最終的に
アメリカで永住することを宣言します。
　これが二人の別れになり、それぞれの道を歩き始めます。

長
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　（1852年～1934年）
　カリフォルニアのブドウ王とも呼ばれた長
沢は、薩摩スチューデント最年少の13歳で渡
英し、帰国することなくそのまま渡米。ハリ
スの教団で生活を送り、ワイン製造を手掛け
た。教団からブドウ園を引き継ぐと、その優
れた研究と商才で幾多の苦難を乗り越えカリ
フォルニアワインを高級ワインに育て上げた。

渡英時に藩主から与えられた変名「長沢鼎」を生涯名乗り、また、
独身を貫き82歳の天寿を全うした。
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　（1847年～1889年）
　留学後は外交官として活躍。初代文部大臣
を務めたほか、一橋大学の前身となる商法講
習所を設立。明治六大教育家の一人。西洋の
文化をいち早く取り入れ近代国家の教育制度
の確立に尽力し、多大な貢献をした。ただ、
その妥協を知らない性格から多くの敵を作っ
ていたとされ、大日本帝国憲法が発布された

日に暗殺され41歳でその生涯を閉じた。

　薩摩藩英国留学生が英国に
渡った日からちょうど150年目
の４月17日、薩摩藩英国留学生
記念館で特別企画展が始まりま
した。
　英国に留学後、ともにアメリ
カ大陸へ渡りながら異なる道を
歩んだ森有礼と長沢鼎に焦点を
当てています。

森有礼が描いた「雄虎之図」（虎の絵）と、森有礼宛ての書簡は必見。
また、長沢鼎の25歳の時の写真や新聞のインタビュー記事など、
初公開の資料を含め、50点が展示されています。
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150年前の４月17日
薩摩藩英国留学生が渡英した

150年目の宴

黎明祭

　薩摩スチューデントが羽島浦を旅立って
ちょうど150年目の４月17日、彼らの思い
を伝える薩摩藩英国留学生記念館で、記念
イベントが開かれました。

記念館の２階デッキにトッププレイヤー二人が織りなすジャズのリズム
が響きました。

多田誠司（サックス）× 松本圭使（ピアノ）

【ジャズライブ】

薩摩スチューデントを知り尽くした二人が繰り広
げるトークは、薩摩スチューデントにとどまらず
変幻自在。興味深くも楽しい、あっという間の１
時間でした。

東川隆太郎 × 砂田光紀 

【とことん語る薩摩スチューデント】

　４月19日には、薩摩スチューデントを
顕彰する黎明祭が記念館で開催され、羽
島小中学生が留学生に扮し、羽島小学校
児童を代表して江畑大星君が、留学生の
生き方から学んだことを発表しました。

【江畑大星君】
「薩摩の人が命がけで活躍したことを誇りに思う。留学生が２か月を過
ごした羽島の海と留学生の思いに負けないよう日本や世界のために頑
張りたい」

留学生を越える気概を持ち

記念館前には市が並び、
スティールパンの
路上ライブも行われた

【R&R Steel Orchestra】

留学生のいたずらか？４月17日渡欧の日に５万人目達成SATSUMA150ロゴマーク決まる
　５万人目は街歩きをしながら鹿
児島の歴史を紹介している「薩摩
こんしぇるじゅ。」の四位笙子さ
ん。お仕事でも英国留学生の紹介
をされているとか。この日あった

「150年目の宴」をプライベートで
見に来られての偶然に、喜びもひ
としお。

　英国在住の鹿児島県出身者な
どでつくる「薩摩150」のグループ
が、ロンドンで行われる薩摩藩英
国留学生渡欧150周年記念イベン
トで使われるロゴマークに、羽島
小学校２年の橋野太志君の作品が
選ばれ、黎明祭で日英友好協会か
ら賞状が手渡されました。



chikikushikino News

政策課（☎33-5634）・財政課（☎33-5629）

１. 転入者住宅建設等補助金（平成28年度までの期間限定）

平成26年４月１日から平成29年３月31日までの間に、自ら居住するための住宅を新築・
購入された市外からの転入者で、市民として10年以上居住する意思のある方を対象に補
助金を交付します。
※２の定住促進補助金との併用はできません。

　①新築・中古住宅の購入金額の５%上限50万円を補助　
　　※ただし、市中心部は上限30万円。
　②中学生までの子ども一人につき10万円補助（上限30万円）

２. 定住促進補助金
次の４つの定住促進分譲団地を購入される方で、市民として10年以上居住する意思のあ
る方を対象に補助金を交付します。（市内に今お住まいの方もご利用できます。）

　
　①住宅の新築資金の５%を補助（上限50万円）
　②中学生までの子ども一人につき30万円補助（上限90万円）
　③�土地購入補助金（平成19年４月１日以降に購入された土地が対象）　　　　　　　　　　　　
　定住促進団地に住宅を新築した方に土地購入資金の10%を補助（上限100万円）

※�ただし、確定申告で住宅借入金等特別控除を受ける場合、上記１. ２の補助金を住宅の
取得等の対価の額から控除する必要があります。
※�詳しくは、市ホームページをご覧になるか、政策課政策係（☎33-5634）へお問い合わ
せください。

最高50万円

家

最高30万円

最高80万円
中学生までのお子様

最高50万円

家

最高90万円

最高240万円
中学生までのお子様

最高100万円

土地

※市中心部・・・
○ 串木野地域　大原地区、中央地区、本浦

地区、野平地区（深田下を除く）、上名地
区の一部、照島地区（海瀬を除く）

○ 市来地域　湊地区の一部、湊町地区、川
北地区の一部、川南地区の一部

ウッドタウン団地　36区画 市来小城団地　16区画 羽島矢倉団地　４区画 羽島松尾団地　１区画
約480万円〜640万円
（約64坪〜84坪）

約550万円〜780万円
（約72坪〜103坪）

約503万円〜860万円
（約76坪〜142坪）

337.6万円
82.84坪

最高204万円の補助あり 最高218万円の補助あり 最高226万円の補助あり 最高173万円の補助あり
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市政 NEWS

健康増進課（☎33-5673）
　要介護（支援）認定者が ､自宅に手すりの取付、段差の解消などの住宅改修をする場合、改修費用
20万円を上限に、その費用の９割（最大18万円）分が支給されます。支給申請については【償還払方
式】、【受領委任払方式】のいずれかを選択できます ｡
　支給を受けるには、必ず改修工事の内容をケアマネージャーと相談のうえ、工事着工前に申請手
続きを行ってください。
　なお、【受領委任払方式】は下表の登録事業者に限られます。

①ケアマネージャーに相談

②施工業者の選択、見積もり依頼

③市役所介護保険係へ事前申請

④工事の着工、完成

⑤工事代金支払い

⑥市役所介護保険係へ事後申請

⑦住宅改修費の支給

○介護保険住宅改修手続きの流れ 住宅改修工事代金支払い方法

施工業者は
自由に選べます

施工業者は
下記の登録事業者のみ

【償還払方式】 【受領委任払方式】

工事費の全額を施工業者に支払い
ます

工事費の１割を施工業者に支払い
ます
たとえば20万円の工事の場合
２万円業者に支払います

ご利用者本人に直接
市から９割分支払われます

施工業者へ直接
市から９割分支払われます

たとえば20万円の工事の場合
20万円業者に支払います

20万円の場合、18万円です 20万円の場合、18万円です

【対象工事例】

開き戸から引き戸等への
扉の取替え等

和式便器から洋式便器への
取替え
滑りにくい床材・移動しやすい
床材への変更

手すりの取り付け

段差の解消

●工事の前に保険給付の対象となるか
　どうかを、ケアマネージャーに相談
　しましょう

登録事業者（受領委任払方式が可能な事業者）

事業所名 電話番号 事業所名 電話番号 事業所名 電話番号

㈱石原建設 36-2207 ㈱マエダ 32-3137 ㈲久木山建設 32-3663

㈱植村組 099-229-1111 ㈲ユリ産業 22-1667 束田建材㈱ 22-7271

㈱西別府弘組 32-3404 ㈾下麦建材店 23-3333 大庭建築 32-9805

㈱本田建設 36-2285 ㈲南州メディカル 099-274-7273 ㈲有村工務店 35-1142

木場建築 36-4395 前田工務店 36-2530 ㈱サポート・ケア 21-1808

高橋建築 32-6340 ㈱吉満組 22-3930 山之口建築 32-3186

テクノ住設 32-6213 和田建築 32-7485 ㈲須納瀬設備工業所 32-2609

三輪工務店 36-3331 住まいるライフ㈱ 099-822-0137 ㈲ハマベ鉄工設備 35-1322

㈲上原施設 36-4703 南日本てすり販売㈱ 099-285-0580 坂ノ上工務店 36-2620

㈲バリアフリーホーム 099-206-3433 川口建築 35-0191 松田設計 080-1750-3533

㈲古川建設 32-2867 ㈱大久保電気 25-3385 川﨑産業株式会社 32-2726

㈲安栄 33-6302 中木屋建築 33-1817 ㈱タクマ建設�北薩営業所 23-4040
㈱カクイックス　　　
ウィング川内営業所 21-1513 ㈳いちき串木野市

シルバー人材センター 32-9000 ダスキンヘルスレント
薩摩ステーション 099-295-3561

株式会社　エルシア 099-267-2148 丸久建築 32-8067
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chikikushikino News

まちづくり防災課（☎33-5631）

消防本部（☎32-0119）
　危険物は、その取扱いを誤ると、引火・爆発の恐れがあり、

火災等の災害につながります。

　これらの災害等を防止するため、次のことなどに注意し

ましょう。

　○ 家庭では、火気の近くで危険物を使用しないなど、危
険物の取扱いには十分注意する。

　○ 危険物を貯蔵・取扱う事業所では、法令違反がないよ
うに自主点検を励行するなど、保安体制を徹底する。

※�一定数量以上、危険物を貯蔵・取扱う場合は、消防署へ

届出や許可が必要になります。

詳しくは、消防本部予防課危険物係（☎32-0119）またはい

ちき分遣所（☎21-5077）にお尋ねください。

水難事故を防ぎましょう！

6月7日〜6月13日は危険物安全週間です
｢ 無事故へと 気持ち集中 はっけよい ｣

～水難事故から「命を守る３つの基本」～
基本1　ライフジャケット（救命胴衣）の常時着用

　「暑苦しいから」とか「邪魔になるから」と、ライフジャケットを着用していなかったために
海中転落事故などで命を落とすケースは少なくありません。
　大切な命を守るため、体に合った適切なライフジャケッ
トを常時着用しましょう。
　“助かるチャンスが大きく増えます。”	

基本2　連絡手段の確保

　釣りに出かける際は、一人で行かずに皆で行きましょう。
　複数名でいることにより、事故が発生した際に対処しや
すくなります。
　携帯電話が海水で濡れて使えなくなったり、海に落とし
て沈んでしまうのを防ぐために、防水パックに入れて携行
しましょう。防水パックに入れたまま操作や会話も可能で
す。

基本3　水難事故の場合は「118番」へ

　全国共通局番なしの「118番」は、海上保安庁専用の緊急
電話番号で24時間対応しています。
　通報する際は、「いつ」「どこで」「何があった」など落ち着
いて簡潔に通報してください。
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…新規の講座です。　　（内容変更）…内容の見直し等を行いました。

市政 NEWS

社会教育課（☎21-5113）

市民課（☎33-5612）

○いちき串木野市開催事業の紹介
　「第30回国民文化祭・かごしま2015」では、県内でさまざまな文化イベントが行われます。本市で
は次３つの事業を開催し、全国への情報発信、交流人口の拡大を図ります。
　■薩摩藩英国留学生フェスティバル
　　11月７日（土）、８日（日）
　　薩摩藩英国留学生記念館、羽島小学校、市民文化センター
　　黎明祭や、薩摩藩英国留学生渡欧劇、シンポジウムなど
　■国民文化祭 in いちき串木野「食の祭典」
　　11月８日（日）
　　串木野新港隣接会場（地かえて祭り）
　　特産品の展示、郷土芸能の披露他（予定）
�　■シンポジウム金山の歴史
　　11月15日（日）　市民文化センター
　　基調講演やシンポジウムの開催、串木野金山の資料展示
　�国民文化祭のパンフレットをぜひご覧ください。市立図書館や

市役所など公共施設にあります。

　６月１日は、人権擁護委員法が施行された日です。
　日本が戦後新しく生まれ変わったとき、何よりもまず国民の基本的人権の擁護と人権思想の普及
高揚が強く求められ、基本的人権の尊重を基調とした日本国憲法が制定されました。
　このような背景の下に、昭和23年に、まず政令で人権擁護委員制度が設けられ、翌昭和24年６
月１日に人権擁護委員法が施行されました。これにより国民の基本的人権を擁護し見守る、いわば
民間人による人権擁護機関が誕生しました。これが我が国における人権擁護委員制度の始まりです。

【本市の人権擁護委員】
（串木野地域）　 東　　節代・藤﨑　和代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

井之上洋一 ・久木野澄隆
（市 来 地 域）　松﨑　純孝・下池　　明
　人権擁護委員は、各市町村から推薦され法務大臣から委嘱を受けた民間の方々です。現在、
県内には、265名の人権擁護委員が配置されており、地域で様々な啓発活動を行ったり、人権相
談を受けるなど積極的な活動を行っています。

「全国一斉特設人権相談」開催
　全国人権擁護委員連合会は、６月１日を ｢人権擁護委員の日 ｣と定め、「全国一斉特別人権相
談」を開催します。
　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　時　６月１日（月）　10：00～15：00
○場　所　串木野地域 ･･･ 中央公民館
　　　　　市来地域 ･････ 市来高齢者福祉センター
○相談員　人権擁護委員
○問合せ　鹿児島地方法務局（川内支局）　☎22-2300

どきどき、わくわく
国民文化祭・かごしま2015ニュース

人権擁護委員制度をご存じですか？

VOl.2

ひっとべ！
かごしま国文祭

どきどき、わくわく
国民文化祭・かごしま2015
ニュースでは、国民文化祭の
情報や、いちき串木野市にお
ける取組状況などを紹介して
いきます。
次回もお楽しみに !!
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　国民健康保険被保険者で特定健診を受診
した方に、右の『特定健診受診済証』を発行
します。
　この受診済証をお買い物時に提示すると、
次の特典サービスが受けられます。
　
※受診済証の有効期限にご注意ください。
※�トロちゃんシールは、「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
の他の特典サービスと重複して受けることはで
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）
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。
グリーンショップまるみ 旭町152 32-9512 ・まるみカードご持参の場合、ポイント２倍。
（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 中尾町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。
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。
カフェさくら 上名2692-1 29-5712 ・コーヒーのおかわり（１杯）無料。

創作料理　博 旭町177 32-0718 ・まぐろ舵取り丼ライト 900円を100円割引、博ヘルシーコースメニュー（要
　予約） 2,500円を500円割引。ただし、有効期間中１回限りです。

ゆのまえ食堂 曙町115 32-3340 ・ヘルシー野菜炒め定食を50円割引します。

みその食堂 別府4285 33-6321 ・ヘルシーまぐろラーメンお茶漬け定食を10％割引します。ただし、有効
　期間中１回限りです。

肉工房　薩摩山 薩摩山13372 32-4842 ・ドリンクバーを無料でサービスします。

（有効期間）
Ｈ○.○.○から
            Ｈ○.○.○まで

特定健診　受診済証

※　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）　いちき串木野市　健康増進課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ☎　33-5613

受診者の氏名（署名）

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。

健康増進課（☎33-5613）
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※�上記の協賛店舗は、平成27年５月20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）へ、お問い合わせください。

　特定健診は、生活習慣病の発症のリスクがある人を早く見つけ、その発症・進行を防ぐことを目的とし
た健診です。費用は無料です。
　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 !!

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）
（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。
（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（有） 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。
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

・アップル車検見積無料（約20分間で終了）。 
・車検入庫時エンジンオイル無料交換。 
・車検・鈑金・一般修理時、代車無料サービス。

㈲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・鈑金・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、現金に限ります。 
・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

・タイヤ購入者にその場で使える500円チケットをプレゼント。 
・車検契約者に、オイル交換１台分サービス。（ディーゼル車、事業車、輸入
　車は除きます。）

（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
　ティーサンドは除きます。

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・シェリーポイント１Ｐ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（有） 西薩町17-14 32-9421 ・つけあげ、蒲鉾を10％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。
亀﨑染工（有） 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。
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　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、国税庁OBを滞納整理指導官に迎え、市税等の滞納
整理を強化しています。

●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などに対し、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関わりなく行うことができる強制調
査。平成26年度は６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。

●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
の代金が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 !
　口座振替制度は、税金等の納め忘れがなく、納期ごとに納めに行く手間がかからず便利です。
　申込は、口座振替を始めたい納期月の前月20日までに通帳と届出印を持って、市内の各金融機
関で申し込んでください。

▲軽自動車のタイヤロック

▲県・市町合同公売会（平成27年１月実施）

平成26年度の主な滞納処分
・預貯金差押　　　　　　　　329件
・生命保険差押　　　　　　　　４件
・給与等その他の債権差押　　122件
・不動産差押　　　　　　　　  10件
・動産差押（うち捜索）　　　8件（6件）

問合せ
税務課収納係　☎33-5615（直通）

納付が困難な場合や、
分割納付を希望される場合

にはまず連絡を!!

納期限内の自主納付にご協力ください

税務課（☎33-5615）
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 教育委員会だより  No.74 
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　４月の入学（園）式から50日ほどが経ちました。子ども達が元気よく学校や園に通う姿から、
楽しい生活の様子が想像できます。今後も集団生活の中での成長を支援していきたいと考えて
います。
　ところで、学級の人数や通学区域についてご質問やご意見が寄せられることがあります。今
回は、このことについてお知らせします。

【学級の人数】
　Ｑ1　 学級の人数はどうやって決まるの

ですか？
　Ａ1　 学年の人数によって、右の表のよ

うに決められています。これは、
国や県の基準に従ったものです。

【小・中学校の通学区域】
　Ｑ2　 学期の途中でどうしても転居しないといけなくなりました。新しい住所では、子ども

の転校が必要になると聞きました。引き続き現在の学校へ通うことはできないでしょ
うか？

　Ａ2　 小学校６年生と中学校３年生は卒業まで、その他の学年は学期末まで、現在の学校へ
通学することができます。手続きが必要になりますので、学校教育課へご連絡くださ
い。

　Ｑ3　近所に、隣の学校に通っている子どもがいます。通学区域は、どうなっているのですか。
　Ａ3　 公立の学校については、子どもたちを学校だけでなく家庭や地域でも育てるという視

点から、市内に複数の学校がある場合、距離やこれまでの経緯をもとに法律や指針に
基づいて通学区域を決めるように定められています。いちき串木野市でも、保護者の
住所がどこの町・字・行政区に属しているかで決めております。   
　ただし、例えば Q2のように転居などの事情があり、指定された学校以外に通わせ
たい場合は、一定の条件に基づき「区域外就学」という手続きを踏まえて、一定の期間
に限り通学を許可することもあります。

　※�詳しくは学校教育課へお問い合わせいただくか、市ホームページ「教育・文化・スポーツ」
→「教育」→「小・中学校の区域外就学・学区外就学について」に掲載してありますのでご
覧ください。

【公立幼稚園の通園区域】
　Ｑ4　 公立幼稚園の募集区域は、旭幼稚園は串木野地域から、市来幼稚園は市来地域からと

なっていますが、区域外の幼稚園に通うことはできないでしょうか？
　Ａ4　 公立幼稚園の場合、義務教育以上に家庭や地域との結びつきが強いことから ､ 国の指

針では通園区域を定めることが望ましいとされています。いちき串木野市では ､ 合併
で市内に公立幼稚園が２園となったことから、ご質問にあるような通園区域を定め園
児を募っております。ご理解くださいますようお願いします。

【各学校の学級編制の基準】
小学校１・２年 小学校３年以上

中学校まで
複式学級
にならな
い場合

２学年の合計で９名以
上は、それぞれの学年
で１学級ずつ

２学年の合計で17名
以上は、それぞれの学
年で１学級ずつ

１学年に
複数の学
級がある
場合

31人以上は２学級
61人以上は３学級
91人以上は４学級

41人以上は２学級
81人以上は３学級
121人以上は４学級



健

CKD（慢性腎臓病）に要注意！②
～予防編～

康 な ま ち づ く りシリーズ

 CKD（慢性腎臓病）を予防するための生活習慣改善

①汁ものは野菜などの具をたくさん加えると汁の量が減り、食塩も少なくなります。
②だしのもとには食塩が含まれています。かつお節や昆布、いりこなどで出し汁をとり、
　旨みを生かして食塩を減らします。
③めん類のスープは残す習慣をつけましょう。
④香味野菜や酢などを活用すると薄味でもおいしくいただけます。
⑤つけものやハム・ソーセージ、練り製品などの加工食品には食塩が含まれていますので、
　食べる量に気をつけましょう。

主食・主菜・副菜を
組み合わせ

適量をバランスよく
食べましょう！

12

　CKD（慢性腎臓病）は、生活習慣病（高血圧・糖尿病など）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。

☆ CKD 予防のためのポイント☆（腎臓にやさしい生活を）

食塩や脂肪をとりすぎない
食塩や脂肪分のとりすぎは、高血圧や脂質異常症の
原因になります。酸味や辛味で味付けするなど食生
活の工夫をしましょう。

禁煙・節酒に努めましょう
喫煙は血管を収縮させ血圧を上昇させます。血圧が
上昇すると、たんぱく尿が出やすくなり、腎機能の
低下につながります。禁煙をしましょう。

薬を必要以上に服用しないようにしましょう
体内に入った薬の多くは腎臓から排泄されます。薬剤の濃度が濃くなると、糸球体や尿細管に悪影響が出て
しまいます。

肥満・運動不足の解消に努めましょう
プラス10（今より10分多く体を動かすこと）か
ら、始めてみましょう。

水分を十分にとりましょう
脱水は危険です。

医師に相談し、糖尿病や高血圧、
高脂血症などを適切に治療しましょう

　慢性腎臓病の原因となる生活習慣病やメタボリックシンドロームを防ぐためには、運動習慣と食生
活改善の両面からの生活習慣改善が大切です。自分の生活リズムに合わせてできそうなことから取組
をはじめ、運動と健康的な食生活を習慣づけましょう。

主食（ご飯・パン・めん）

⊕ ⊕
主菜（肉・魚・卵・大豆製品など） 副菜（野菜・きのこ・海藻）

 今より食塩を減らすポイント

 １食に主菜（たんぱく質源）が２つ以上ありませんか？
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　食育は、食べ方や栄養の教育で子どもの教育と思われがち
ですが、「食べる」ということは生きるために欠かせないため、
赤ちゃんから高齢者まですべての人に必要なものです。
　特に子どもは食の知識が十分でないことから、「人はなぜ食

べるのか？」「食べ物がどこでどのように出来たのか？」「どうしたら美味しくなるのか？」など、小さい時
から大人が教えていく必要があります。
～心を育む楽しい食卓～
　会話をしながら親子で料理をしたり、家族で食卓を囲んだりすることは、
箸の持ち方や礼儀作法、好き嫌いを減らすなどの食育はもちろん、子どもの心
にも良い影響を与えると言われています。
　子どもが口にする家庭の慣れ親しんだ味付けは、心が安定すると言われてお
り、家族で食卓を囲むことでオキシトシン（注）という幸福ホルモンが分泌され
ると言われています。
～楽しい食卓～
今回は、食に関わる小話を少し御紹介します。食卓を囲む際の話のネタにしてみてください。
小話①「お米」の語源
　お米の語源は、一説によると「籠

こ
められたもの」という言葉からきており、米一粒に７人の神様がいる

と言われるように、米には神聖なものや生命が宿っていると言われています。
　また、お米は稲の実なので、その小さな実を指す「小目（こめ）」、「小実（こみ）」という言葉から転じたと
も言われています。
小話②「お米」の単位
　お米の単位は、多くのスーパー等で５㎏や10㎏という単位で売られてい
ますが、お米には色々な単位が使われています。他にも俵（ひょう）という
単位があり、1俵は4斗、約60kg です。お米１合を炊くと水が加わって約2.2
倍の重さになるため約350ｇの重さになります。茶碗１杯が約150ｇで１
人あたり年間で約70㎏のお米を消費すると言われています。
小話③「ご馳走さま」
　食事の後に言われる「ご馳走さま」。馳走とは元 「々走り回る」という意味の言葉でした。昔は、今みた
いに流通が整っておらず、お客様をもてなすために色々な場所へ馬を走らせ、物品を調達していました。
その様子から「馳走」という言葉に「もてなし」の意味が込められたと言われています。それから、ご馳走
に対する感謝の意を込めた言葉として、食後の挨拶として使われるようになりました。

（注）オキシトシン
　母親の出産を促し、母乳を出すのを促すホルモン。陣痛促進剤にも使用されています。母親特有のホルモンとされていましたが、
近年では母親でない女性や男性からも分泌されることがわかってきました。
　近年では、ストレスが消えて幸福感を得られたり、心臓の機能をよくするなどの効果があるとして注目されてます。

まぐろ、焼酎、つけあげ、ポンカンなどの美味しい、たく
さんの食に恵まれる中で、食のまちづくりを進めているい
ちき串木野市の食に関わる情報をお伝えします。

食のまち推進課（☎33−5621）

１合＝180ml（約160g）

１升＝10合

１斗＝10升＝100合

１石＝10斗＝1000合

第14回 食育～楽しい食卓～
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地域安全ニュース
−「毎月１１日は、地域安全推進の日」−

まちづくり防災課（☎ 33‐5631）

【 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

◆オレオレ詐欺…息子や孫、夫、警察官、弁護士等を装って、現金やキャッシュカードをだまし取る。
◆架空請求詐欺…でたらめな情報を話し、手数料が必要と現金をだまし取る。
◆融資保証金詐欺…低金利や無担保を名目にしながら高額な手数料を要求し、だまし取る。
◆還付金等詐欺…お金が戻ってくると誘い、お金を振り込ませる。
◆金融商品等取引詐欺…「必ず儲かる」と持ちかけ、最後は違反になると不安にさせ現金をだまし取る。
◆ギャンブル必勝情報提供詐欺…�パチンコの必勝法など、もうけ話で誘い、情報料が必要と現金を

だまし取る。
◆異性との交際あっせん名目詐欺…�女性が交際を希望している等の虚偽の情報提供で、会員登録料・

保証金名目で現金をだまし取る。
　詐欺の手口が巧妙化しています。うまいもうけ話ほど、落とし穴がある。だまされないでください。
　※この数値は警察が認知した被害額であり、実際はこの３倍から５倍とも言われています。

みんなでつくろう 安全安心のまち

平成 26 年中の鹿児島県の犯罪発生状況

▲

還付金詐欺、異性との交際
あっせん名目詐欺はなし



　さつま日置農協羽島出張所は、農産物などを販売
しているコーナーを拡大し、４月17日に「羽島がた
海道よいやんせ市場」としてリニューアルオープンし
ました。
　よいやんせ市場では、２年ほど前に地域の人たちと
農協の距離を近づけたいと、花を置き始めました。そ
の後、徐々に農家の方々の野菜を置き始め、今では、
羽島地区の農家約50名の野菜が所狭しと並ぶだけで
なく、人気の「がね」やみそ、干物なども販売していま
す。スタッフの宮元さんは「生産者にも喜んでもらえ
ている。地域の方々の活力になれば」と話されました。
　ちなみにお勧めを伺うと「地元の方が作る朝採れ野
菜もですが、スープやコロッケにそのまま使える味
平かぼちゃのペーストです」とのこと。もちろん羽島
産だそうです。

農協が地域の活力に
～羽島の直売所リニューアル～

　市では、就農意欲があり、継続的に営農する方に
対し、新規就農者支援金を交付し、農業農村の活性
化と農業振興に努めています。
　昨年度就農した３組の方に対して、市長から支援
金の目録が贈られました。３組の今後のご活躍を期
待します。
　松田 健さんは、冬のレタス栽培。松﨑智也さんは、
後継者として果樹栽培。窪田真太郎・由紀さんは、
家族共同経営者で露地野菜を作付されています。

農業の新たな担い手に期待
支援金を贈呈

　４月10日に、串木野市漁協直営店の「海鮮まぐろ
家」が総合観光案内所隣にオープンし、早速多くの客
が、まぐろや新鮮な地魚の料理に舌鼓を打っていま
した。
　「海鮮まぐろ家」では串木野市漁協の所属船が獲っ
てきた天然まぐろや一本釣りのアジやイトヨリなど
を使います。
　地魚に旬があるように「この時期にこの場所で
獲ったこの種類のマグロは美味い」と、まぐろ関係
者しか知らない旬があるそうで、そういった漁協の

強みを活かしたフェアなど
も今後開催していくそうで、
こちらも楽しみです。
　濵﨑組合長は「美味しかっ
たと言ってもらえるよう頑
張っていきたい」と意気込み
を語りました。

 鮪のグルメスポットオープン

窪田さん松田さん

松﨑さん
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　４月４日、薩摩藩英国留学生記念館で、英語絵本
の読み聞かせ会が開催されました。
　本市 ALT のローレン ジョンストンさんが講師を
務め、「三匹のこぶた」等の絵本の読み聞かせをした
ほか、イースターエッグを作ったり、歌あそびやゲー
ムをしたりして楽しく英語を学びました。

英語絵本の読み聞かせ会

　倒れた方に的確な救命措置をとったとして、４月
27日、串木野自動車教習所に勤める清水勇紀さんに
消防署から感謝状が贈られました。
　清水さんは３月に教習所内で、受講生が倒れ意識
を無くしたとの知らせを聞き119番通報を指示する
と「体が先に動いた」と、すかさず人工呼吸と心臓マッ
サージを始めました。倒れた方はその後到着した救
急隊に引き継がれ命を取りとめ、無事社会復帰され
たそうです。
　清水さんは、以前も交通事故現場で負傷者に人工
呼吸などの救命措置をした経験があるそうです。た
だ、残念ながらその時は助からなかったそうで「今回
は無事助かってよかった」と安堵されていました。

救命に感謝
串木野自動車教習所 清水さん

　５月２日から９日まで、市立図書館のロビーで、
図書館の保存年限が切れた雑誌や市民からリサイク
ル用に提供を受けた本を無償で市民に還元する、本
のリサイクル市が開かれました。
　このリサイクル市は毎年開催されており、今回は
約1000冊が用意されました。
　図書館の担当者によると、「いつから始まるのか」
と楽しみにしている声も寄せられているそうで、気
に入った本を選んで持ち帰る市民の姿が見られまし
た。
　なおご家庭で不用になった本（リサイクル本）の提
供は年間通して受け付けています。
問合せ　市立図書館　☎33-5655

本のリサイクル市

「救急救命士」13人目誕生

　本市の消防本部に13人目の救急救命士が誕生しま
した。
　救急現場において、心肺停止の傷病者に対して薬
剤の使用や、気管挿管などの高度な救命処置が行え
るようになります。
　難関の国家試験を突破し、救急救命士となった小橋
口将消防士は「傷病者の気持ちを理解し、培った知識・
技術を活かしていきたい」と決意を述べ、今後、救急
現場での救命処置や救急講習会など応急手当の普及
にあたり、市民の更なる救命率向上を目指します。
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　串木野中央通り商店街に架かっていたアーケードが、老朽化のた
め１月に撤去されました。その後、まちなかサロンも目立つように
正面に看板が設置される工事が進んでいて、おしゃれなサロンに変
身中です。
　また、まちなかサロンでは５月９日に映画「君の名は」の上映会が
開催され、多くの人が懐かしい名作を楽しみました。
　さらに、次のような楽しい夜市も商店街で開催されます。ぜひお
越しください。

　４月26日、神村学園アリーナで、軽快な音楽に合
わせて、肩を回したり簡単なステップを踏んだりと、
デンマーク体操を応用した健康体操が開かれました。
　この健康体操は神村学園が「地域の方に感謝の気持
ちを表すことができれば」と今年初めて開催したもの
で、この日はお散歩中に立ち寄った近くの住民や子
どもなど約30名が体を動かし汗を流しました。
　企画した同学園の有川愛弓先生は「皆さんの健康づく
りの中に取り入れてみて」と参加を呼び掛けています。
 次回神村健康体操
　５月24日（日） ９:30～10:00
　６月28日（日） ９:30～10:00
参加は無料。当日直接神村学園にお越しください。
問合せ　神村学園　有川　☎32-3232

商店街が衣替え中　楽しい夜市も

お散歩ついでにどうぞ神村健康体操

　平成26年度 全国土地改良事業団体連合会におい
て、いちき串木野市土地改良区が全国土地改良功労
者表彰（銅章）を受賞しました。
　本市の農地は、平地に乏しく傾斜地が多い中山間
地に多く、耕作条件の悪い中で農業者は営農をして
います。また、近年では、高齢化や後継者不足など
農業を取り巻く環境は年々悪くなり、耕作放棄地が
多くなってきています。
　このような状況の中で市土地改良区は、地域と一
緒に水

み ど り
土里サークル活動に積極的に取り組み、地区

内の農地保全や農業施設の維持管理、耕作放棄地の
解消などが評価され、今回の受賞となりました。

全国土地改良功労者表彰で銅章受賞

【アーケードが撤去され見た目がすっきりとなった商店街】

第６回いちき串木野まちなか市（いち）
『傘酔夜市（かさよいよいち）』

５/30（土）　15:00～21:00（雨天決行）
旭町中央通り商店街
○内　容　 まちなか市（いち）初の「夜市」

を開催　光輝くパラソルの下、
ほろ酔い気分でお楽しみくだ
さい。

・出店：生産者や商店による生鮮食料品
　　　　などの販売
・匠ブース：商店や職人による実演や体験会
・焼酎で乾杯２周年イベントなど
○問合せ
　　くしっのん盛り上げ隊竹原　☎32-2514
　　いちき串木野商工会議所　☎32-2049

多くの方のお越しをお待ちしております。
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　冠岳地区の宇都にある河野寿和さんのビニールハ
ウスでは、４月の約１か月、色とりどりのえびねが
咲き誇り、ハウスの中はえびねのいい香りに包まれ
ていました。
　えびねは、その交配で数えきれないほどの種類が
できるそうで、これだけ多くのえびねが見られるの
は県内はもとより九州でもそうないそうです。
　訪ねた日は、お隣の薩摩川内市や霧島市から来た
方々がえびねに顔を近づけては、その可愛らしい花
弁や香りを楽しんでいました。

色とりどりのえびねに多くの人

地元馬レース決勝に進んだお二人。大きな声援が送られました。

　春の訪れを告げる串木野浜競馬大会が照島海岸で
開催され、２万３千人の方にお越しいただきました。
レースはのんびりとしたポニーレースや水しぶきを
上げて豪快に駆け抜ける輓馬レースなど58頭が出走
し一日中賑わいました。

　４月25日と26日の２日間串木野漁港外港で、マグ
ロの消費拡大と PR のため第24回串木野まぐろフェ
スティバルが開催され、多くの人で賑わいました。
　冷凍まぐろの「解体ショー & 即売」では、市価の半
値程度で買えるとあって、早くから長い行列ができ、
約60㎏のキハダマグロが次々と解体され、飛ぶよう
に売れていきました。

市制施行10周年記念
第58回 串木野浜競馬大会

マグロ求め多くの人出
串木野まぐろフェスティバル

第11回関西かごしまファンデー

　４月19日、京セラドーム大阪で開催された関西か
ごしまファンデーは鹿児島県の観光や物産の情報を
集めたイベントで、約３万６千人もの来場者があり
ました。
　本市からも特産品のつけあげ・焼酎・まぐろ・ち
りめんなど10社が出店し大盛況でした。また、ステー
ジでは串木野さのさ保存会が「さのさ踊り」を披露し
たほか、PR レディーによる観光 PR を行いました。
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おしらせ版おしらせ版
　県防災航空隊の防災ヘリコプターと本市消防隊
が救助活動の連携訓練を実施します。
　当日は、訓練現場への立入禁止や一部道路の交
通規制を実施しますので、市民の皆様のご理解と
ご協力をお願いします。
●日　　時　６月10日（水）13:30～17:00
●場　　所　長崎鼻公園先防波堤（小瀬町）

　市では、地震・津波や武力攻撃などの災害時に、
全国瞬時警報システム（Ｊアラート）により送られ
てくる国からの緊急情報を防災行政無線を用いて
皆様へお伝えするようにしています。
　次の日程で「緊急地震速報」の訓練放送を行いま
す。皆様のご理解とご協力をお願いします。
●実施日時　５月27日（水）10:15頃
●防災行政無線の放送内容
　～防災行政無線チャイム～
　「こちらは、防災いちき串木野市役所です。」　
　「ただ今から訓練放送を行います。」
　※ ～緊急地震速報チャイム～
　　「緊急地震速報。大地震（おおじしん）です。
　　  大地震（おおじしん）です。これは訓練放送です。」
　※ ３回繰り返されます。
　「これで訓練放送を終わります。」
　～防災行政無線チャイム～

　※  学校や病院、福祉施設、事業所等に設置してあ
る戸別受信機で、音量を“切”にしてある場合で
も、最大音量で放送が入ります。

　※  今回の訓練放送は、防災行政無線を用いた訓練
放送です。テレビやラジオでは訓練放送は流
れません。

　都市計画道路の見直しと鹿児島県が策定する都
市計画区域マスタープランの変更について説明会
を次のとおり開催します。
●開催場所等　串木野庁舎　 地下会議室
　　　　　　　６月３日（水）19:30～
●問  合  せ　都市計画課　都市計画係　☎21-5152

　毎年、生活習慣病の重症化により、心臓病や脳
卒中、腎不全を発症するケースが多く見られます。
　そこで、市の国民健康保険では、次のとおり生
活習慣病の重症化予防事業を実施します。
●実施期間　５月～12月
●対  象  者
・国保加入者で糖尿病や高血圧症、脂質異常症な
　どの生活習慣病を治療している方
・健診結果・診療状況から生活習慣病リスクが高
　く未治療の方
●事業内容
　保健師等の専門スタッフによる情報提供のほか
個別面談や電話等による保健指導
●実施方法
　次の事業者へ委託して実施します。

【糖尿病性腎症重症化予防事業】
　株式会社DPP ヘルスパートナーズ
　広島市南区京橋町1-23�三井生命広島駅前ビル2Ｆ
　☎082－263－8874

【生活習慣病重症化予防事業】
　合同会社カルナヘルスサポート
　福岡市博多区綱場町1-16　多田ビル5階
　☎092－263－4381
　�※対象者には、委託事業者から手紙と電話で事

業の案内があります。健康な毎日を過ごすため
にも、ぜひ参加くださるようお願いいたします。

県防災航空隊との連携訓練
消防本部（☎32-0119）

都市計画策定の変更についての説明会
都市計画課（☎21-5152）

防災行政無線を用いた
「緊急地震速報」の訓練放送を実施します

まちづくり防災課（☎33-5631）

糖尿病性腎症重症化予防事業・
生活習慣病重症化予防事業を実施します

健康増進課（☎33-5613）

　緊急地震速報を見聞きしたときに、あわてず
に自分の身を守れるか、訓練で確かめましょう！

串木野健康増進センター（☎33−3450）

　４月７日の５歳児歯科検診で、むし歯がな
かったお子さんをご紹介します。

佐
さ は ら

原　莉
り お

桜ちゃん ・ 光
こ う せ

瀬　紗
さ ら

良ちゃん

濵
はまひら

平　爽
あ き ね

寧ちゃん ・ 久
く き や ま

木山 敬
けいしん

心くん

室
む ろ の そ の

之園 穹
そ ら み

美ちゃん ・ 田
た な か

中　瑠
る か

華ちゃん

野
の な か

中　麻
ま ゆ

由ちゃん ・ 吉
よしなが

永　光
こ う き

希くん

久
く き ぞ の

木園　昊
こう

くん ・ 岩
いわさき

﨑　海
か い と

斗くん

　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。

☆むし歯０
ゼロ

おめでとう☆
（５歳児歯科検診結果）
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　多くの方の参加をお待ちしております。
■７月18日（土）「前夜祭」
出店参加団体募集
●時　　間　12:00～21:00（予定）
●出展費用　10,000円／１ブース（約5.5ｍ）
　　　　　　※ 食品出展者は別途保健所申請費用
●出  店  例　かき氷・焼鳥・ヨーヨー釣り等
●申込締切　６月19日（金）
●申込・問合せ
　公益社団法人　串木野青年会議所
　☎ 32-1315　Fax32-9446
さのさ祭り前夜祭 IN真夏のダンス王決定戦
●  1 団体持ち時間 5 分程度。7.2 ｍ四方のステージ

上でのダンスコンテスト。
●時　　間　18:10～
●場　　所　メインステージ（ドリームキャノピー下）
●応募資格　 年齢・性別・住所・踊りのジャンルは

問いません（小学生以下は保護者同伴）
●応募締切　６月19日（金）
●応  募  先　いちき串木野商工会議所青年部事務局
　　　　　　☎ 32-2049
■７月19日（日）「本祭」
出場団体募集
①アトラクションの部 （14:00 ～ 17:30）
②市中流し踊りの部 （18:00 ～ 19:45）
   ※ 時間は予定となります
●募集締切　６月12日（金）まで
●申  込  み　 さのさ祭り実行委員会事務局（観光交

流課内）へ・参加部門・団体名・参加
人数・責任者及び連絡先（電話番号）を
お知らせください。少人数での申込も
受け付けます。

　６月１日から７月 10 日は労働保険料の「年度更
新」申告・納付期間です。
●  6 月はじめに送付されてくる労働保険料申告書・

納付書で期間中に申告・納付を行ってください。
● 年度更新の審査業務が外部委託され、申告書受付

は原則記入漏れ等をチェックするだけの確認作
業になっています。このため、申告書は記入誤り・
漏れがないように自主的な記入・申告をお願い
します。

● 申告書の電子申請・郵送による提出もご検討く
ださい。

●問  合  せ　鹿児島労働局労働保険徴収室　適用係
　　　　　　☎ 099-223-8276

●日　時　６月１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　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
●持ってくるもの　バスタオル・飲み物
●託　児　あり（要予約・飲み物持参）
●申込・問合せ　5月29日（金）までに
　　　　　　　　さわやか子育て支援センター
　　　　　　　　☎ 33-0192（太陽福祉会　太陽保育園内）

●日　時　5月28日（木）から10回
　　　　　毎週木曜日　20:00 ～ 22:00
●場　所　市来弓道場（市来体育館近く）
●対象者　 18歳以上の一般男女（市内在住の方なら

どなたでも参加できます）
●費　用　無料
●申込先　大久保　☎36-3305
　　　　　前　田　☎36-2543
※ 弓具等は、主催者で準備します。また開講日以

後も参加できます。

●講習の対象となる危険物取扱者
　危険物の取扱い作業に従事している危険物取扱
者は次の期限までに受講してください。
⑴継続して危険物の取扱い作業に従事している場合
　→ 前回の講習受講日以後における最初の４月１

日から３年以内
⑵新たに危険物の取扱い作業に従事した場合
　→従事することとなった日から１年以内
⑶ 新たに危険物の取扱い作業に従事した場合で、過

去２年以内に免状の交付を受けているか、講習
を受講している場合

　→ 免状交付日または前回の講習受講日以後にお
ける最初の４月１日から３年以内

●講習の期日及び開催場所
　 　７月７日から 10 月 30 日までの間、県下各地

で開催されます。
●受講申請書の受付期間
　６月１日（月）～６月 23 日（火）（消印有効）
●受講申請書の受付場所
　一般社団法人 鹿児島県危険物安全協会
　（土・日曜日除く）
※ 受講申請書は消防本部といちき分遣所にありま

す。

市制施行10周年記念 串木野さのさ祭り
観光交流課（☎32-3111）

ベビーマッサージ & 産後シェイプアップ体操教室
福祉課（☎33-5618）

弓道教室（市来弓道場）参加者募集
市民スポーツ課（☎21-5129）

～事業主の皆様へ～
「平成27年度 労働保険年度更新手続き」のお知らせ

水産商工課（☎33-5638）

平成27年度 危険物取扱者保安講習
消防本部（☎32-0119）
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●開催時間　毎回13:15～16:45
●会　　場　かごしま県民交流センター東棟３階
●受講資格　原則として、毎回、受講できる方
●参  加  費　無料 ※ 託児もあります。
●定　　員　60人　　●締　　切　5月23日（土）
●申込・問合せ　鹿児島県男女共同参画センター
　（かごしま県民交流センター男女共同参画推進課）
　【E メール】p-harmony@pref.kagoshima.lg.jp
　☎099-221-6603　FAX099-221-6640

　国・県や市に対する苦情、意見、要望などにつ
いて、本市担当の行政相談委員が相談に応じます。
　相談は無料です。
[ 串木野地域・市来地域合同 ]
●日　　時　５月26日（火）9:00～12:00
●場　　所　市来高齢者福祉センター
●相談委員　東　節代　・　德重　涼子

　６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　６月３日（水）～６月７日（日）
●縦覧時間　8:30～17:00
●縦覧場所　選挙管理委員会事務局（市来庁舎１階）

選挙人名簿登録者の名簿の縦覧
選挙管理委員会（☎21-5125）

男女共同参画基礎講座受講者募集
政策課（☎33-5672）

春の巡回行政相談
まちづくり防災課（☎33-5632）

見守るくん 

（当事者：80歳代　女性 ）

受け取らないで

ひとこと助言

 

●注文や承諾をしていない商品が届いても、受け取る義
　務も支払う義務もありません。宅配業者に「受け取り
　ません」と伝え、受け取り拒否をしましょう。受け取
　り拒否をしても宅配業者に迷惑はかかりません。
●「確認が取れない荷物は受け取らない」というルール
　を、家族で作っておくのも一つの方法です。
●困ったときは、市の消費者生活相談窓口（☎33-5638）
　にご相談ください。

数日前、高齢の母が
「昭和50年代の天皇家
のことが分かる楽しい
本があるので買いませ
んか。値段は3万6千

円です」と電話で勧誘された。母は
「新聞や本も読めず興味ありません」
と断ったが、宅配便で皇室に関する書
籍が送付され、受け取ってしまった。

見守り

第82号

新鮮情報

断ったのに高額な
「皇室」の本が送られてきた

期 日 内容・テーマ

６月６日（土）
・データに見る男女共同参画の状況
・Start Up! 男女共同参画を学ぶということ―その
学習観について　ほか

６月13日（土）・男女共同参画と人権～「私」との新しい出会いのた
めに、身近な人権としての「男女共同参画」を学ぶ～

６月20日（土）・「私」を振り返り「私」と出会うワークショップ
６月27日（土）・「地域づくりと男女共同参画」
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生涯学習講座受講生の募集　～学び合い　ともに輝く人生を～
社会教育課（☎21-5128）

　（公社）串木野日置法人会主催の薩摩藩英国留学
生渡欧 150 周年記念の講演会が開催されます。ど
なたでもご参加いただけます。
●講　　師　講談師　旭

きょく

堂
ど う

南
な ん

鷹
お う

氏
●演　　題　近代日本の礎を築いた薩摩藩士
　　　　　　『五代友厚』講談会
●入  場  料　無料
●日　　時　６月８日（月）17:30 ～ 18:30
●場　　所　シーサイドガーデンさのさ
●事前申込 ･ 問合せ（当日参加もできます）
　串木野日置法人会事務局（商工会議所内）
　☎ 32 － 2049

　元気の源は毎日の食事にあります。
　初心者の方にもできる簡単な料理作りに挑戦し
てみませんか。
●日　　時　６月９日（火）　６月16日（火）
　　　　　　６月24日（水）　７月２日（木）
　　　　　　７月９日（木）の全５回
　　　　　　（10:00～13:00）
●内　　容　健康に関する講話と簡単な調理実習
●場　　所　串木野健康増進センター
●参  加  費　無料
●定　　員　20名
●申込締切　５月29日 ( 金 )
※エプロン、筆記用具を持参してください。

※マジック（手品）教室と伝統文化きもの親子教室は、定員を大幅に割り込むと開設しない場合があります。

講座 内容 開催日時 場所 定員・対象 受講料 申込

マジック
（手品）教室

基 本 か ら 応 用
ま で。 初 心 者
も歓迎。

6/18・6/25・
7 / 2 ・ 7 / 9 ・
7/16・7/23の
13:30～15:30

市来地域
公民館

10名
※定員超えた
　場合は
　初心者優先

無料
※材料費のみ
　2,500円程度 6/3（水）までに

社会教育課へ
電話または
FAX で申込

FAX36-5044
（名前・住所・
電話番号を明記）

伝統文化
きもの

親子教室

ゆかたの着装、
半 幅 帯・ 兵 児
帯・ 角 帯 の 結
び 方、 暮 ら し
に 役 立 つ マ
ナ ー な ど。 夏
祭りに。

6/6～7/25の
毎週土曜日
14:00～15:30
( 全8回 )

中央公民館
10名
※定員超えた
　場合は抽選

無料
※浴衣レンタルは
　1000円程度

フィットネス
講座

ズンバ

音 楽 に 合 わ せ
て 楽 し く 体 を
動かします。

昼の部
毎週月曜日
11:00～12:30
夜の部
毎週金曜日
19:30～21:00

いちき
アクアホール

中学生以上
※中高生は
　保護者同伴

月2,000円
※初回のみ
　スポーツ保険料
　1,850円

いちき
アクアホール
☎21-5800
※ 随時受付

親子料理教室

絵 本 に の っ て
い る 美 味 し そ
う な 料 理 や お
菓 子 を 実 際 に
作ります。

6/14（日）
9:30～12:30 中央公民館

小学校の
親子ペア５組

（先着順）
1人300円

6/7（日）までに
市立図書館に
直接申込
☎33-5655

男性のための簡単クッキング教室
串木野健康増進センター（☎33-3450）

薩摩藩英国留学生渡欧150周年記念講演会
講談師　旭

き ょ く

堂
ど う

南
な ん

鷹
お う

　氏
観光交流課（☎33-5640）
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　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

　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。なお、コースの巡回場所は図書館
のホームページ、または３月 20 日発行広報紙の８
ページをご覧ください。

　※ 詳しくは、市立図書館へお尋ねください。

　納期限内の納付にご協力ください。
　今月の口座振替日は、５月 25 日です。口座振替
の方は、預金残高の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。

しょうひぜい　みらいにわたす　おくりもの
（平成 26 年度「税に関する標語入賞作品」より）

６月の移動図書館車巡回日程
市立図書館（☎33-5655）

６月の心配ごと相談
社会福祉協議会（☎32-3183）

５月の市税納期
税務課（☎33-5682）

お　く　や　み（４月届出分）

故　人 年齢 住所または 
公 民 館 喪主または届出人

岩　下　久　男 66 麓 岩　下　あさ子

南　竹　義　雄 80 新 生 町 南　竹　洋　一

星　原　サチ子 93 大 河 内 星　原　　　實

上醉尾　トミヱ 75 照 島 上醉尾　仁　美

別　府　キ　イ 87 浜 町 舎　川　まゆみ

佐保井　一　枝 90 松 山 佐保井　　　昭

迫　　　良　昭 84 迫 迫　　　カズ子

中　尾　ト　ミ 88 木 屋 中　尾　義　夫

平　石　秋　葊 65 浜 中 平　石　加　與

井　上　　　登 78 曙 町 星　原　真　人

三　浦　美佐子 83 木 場 迫 三　浦　修　一

野　元　スミヱ 89 旭 町 野　元　一　伸

庄　内　四　男 85 石 川 山 庄　内　ハマ子

北　山　ハマ子 79 平 江 北　山　伸　一

迫　　　清　隆 65 迫 迫　　　美代子

濵　田　義　孝 67 戸 崎 濵　田　久美子

中　島　利　夫 82 湊 町 中　島　靖　子

浦　川　　　晃 83 御 倉 町 浦　川　美　保

須　﨑　ア　キ 89 照 島 下 須　﨑　一　明
（届出人が同意された方を掲載してあります） 

軽自動車税　　　 　　　全　期

固定資産税　　　 　　　第１期
６月１日相 談 場 所

及　び
相 談 時 間

相談種別

相　談　日

相談員5日 12日 19日 26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
児 童 相 談 ○ ○ ○ ○ 心配ごと

相 談 員

年 金・ 保 険
交通事故相談 ○ − ○ ○ 社 会 保 険

労 務 士

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

9日 16日 23日 －
心配ごと
相 談 員

火 火 火 －

○ ○ ○ －

コース 巡回日 コース 巡回日

1コース 2日（火） ９コース 11日（木）

2コース 3日（水） 10コース 16日（火）

3コース 4日（木） 11コース 17日（水）

4コース 5日（金） 12コース 18日（木）

5コース 9日（火） 13コース 23日（火）

6コース 10日（水） 14コース 24日（水）

7コース 12日（金） 15コース 25日（木）

8コース 22日（月）
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かわいい天使たち（ 3 月届出分）

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）
　　（ 届出人が同意され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。）

「広報いちき串木野」作成につき写真のご提供、取材等にご協力してくださったみなさん、本当にありがとうございました。
発行：いちき串木野市役所 政策課　〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地１　（TEL）0996ｰ32ｰ3111（FAX）0996ｰ32ｰ3124

下園　健
けん
護
ご

くん
（野元）

健康で元気に育ってね！
父：隆さん・母：英子さん

宮之原　瑛
えい
大
た

くん
（大原町）

優しくて心の大きな人になってね♡
父：正信さん・母：陽香さん

濵走　藍
らん

ちゃん
（西塩田町）

お兄ちゃんと仲良く
たくさん遊ぼうね

父：拓矢さん・母：香里さん

中薗　心
みなと
湊くん

（野元）

お姉ちゃんと仲良くしてネ
父：匠さん・母：あやさん

田原　悠
ゆう
吏
り

くん
（春日町）

♡元気にすくすく育ってネ♡
父：佑樹さん・母：真美さん

船越　響
ひび
姫
き

ちゃん
（酔之尾）

お姉ちゃん達と仲良く
元気に育ってね♡

父：崇史さん・母：美姫さん

髙嶺　広
こう
大
だい

くん
（芹ケ野）

待ってたよ♡元気に大きく育ってね
父：礼利さん・母：友里恵さん

田淵　晴
はる
子
こ

ちゃん
（中組）

お姉ちゃんと仲よく元気に育ってね
父：浩さん・母：祥子さん
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