
 

Photo／いちき串木野づくし産業まつり
　　　　～地かえて祭り～赤ちゃんヨーイドン！
 　　　　　　　　　　　　： 10月30日撮影
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今月号の主な内容
● 第14回れいめいウオーク羽島・土川大会
● 食のまちいちき串木野
　“程さんと親子で鉄人チャーハンづくり教室”を開催
● 分譲団地情報 ！ 第５弾
● まちの話題
● おしらせ版
● 市民カレンダー

串
木
野

いち
き

広報



　10月29日と30日、串木野新港隣
接会場で「10周年記念 平成23年度
い ち き 串 木 野 づ く し 産 業 ま つ り
〜 地 か え て 祭 り 〜」が 開 催 さ れ、
約56,000人の来場者がありました。
　今年の『味の五番勝負』には、今
年で開発から10周年となった串木
野まぐろラーメンや、いちきポン
カレー・験担ぎ三大カツのほか、

久留米から大砲ラーメンや県内からは豚とろラーメンが参加し、大いに賑わいました。
　また会場ステージでは、郷土芸能やキャラクターショーのほか、各イベント会場では市地元特産品をつかった

『つけあげフェスティバル』やまぐろ漁に見立てた『ＴＵＮＡ引き大会』などが行われました。
　また29日には『くしきの花火大会』も行われ、約8,000発の花火が秋の夜空を彩りました。

10周年記念
いちき串木野づくし産業まつり

つけあげフェスティバル

くしきの花火大会

魚のつかみ取り大会東北復興支援コーナー

羽島ちびっこマーチング おいしい紅茶のいれ方講座

味の五番勝負
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串木野さのさ太鼓 坂下棒踊り 串木野さのさ踊り

TUNA引き大会

羽島南方神社太鼓踊り 芹ヶ野虚無僧踊り 荒川太鼓

「福井静」ライブ ダンス王決定戦 GENKI 祭り

赤ちゃんヨーイドン！

みんながん
ばれ！！

巡視船「とから」船内見学オールドカーフェスタ クリーンエネルギー自動車試乗・展示会
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被表彰者名 所  属
久保 シヅ子 グラウンド・ゴルフ協会

有村 美津子 バドミントン協会

長野 　　修 空手道連盟

内田 　金治 相撲連盟

久德 　五男 陸上競技協会

久 保　 良 昭 陸上競技協会

長 　　洋孝 スポーツ少年団本部
（楓共励斎）

池田 　幸男 スポーツ少年団本部
（生福陸上）

今村 　伸宏 水泳協会

被表彰者名 出 場 大 会 成績

大中原　麻依
全国高校総体
女子 5000 ｍ
競 歩

優　勝

有 馬　 祐 将 全国高校総体
砲 丸 投 げ 県代表

東 　 萌 全国高校総体
400 ｍリレー 県代表

団体名 出場大会 成績
神 村 学 園
中 等 部
女子ソフトボール部

九州中学校体育
大会 県代表

神 村 学 園
中 等 部
男 子 サ ッ カ ー 部

鹿児島県
総合体育大会
サッカー競技大会

優勝

神 村 学 園
高 等 部
男 子 サ ッ カ ー 部

全国高校総体 ベスト
16

串 木 野
ド リ ー ム ズ

夏季九州
選手権大会
全日本中学
野球選手権大会

県代表

平成 23年度いちき串木野市体育功労賞（※敬称略）
○体育功労賞

ブロック 優勝 準優勝 第３位 第４位 第５位 第６位 第７位 第８位
Ａ 羽島 生福 照島 中央 湊 本浦 大原 川北

Ｂ 上名 荒川 川上 野平 旭・川南 冠岳 湊町

※躍進賞　Aブロック　羽島地区　　・Bブロック　荒川地区

○成績

○優秀スポーツ選手賞 ○優秀スポーツ団体賞

Ａ ブロック優勝　羽島地区 Ｂ ブロック優勝　 上名地区

10 月９日、多目的グラウンドで第６回いちき串木野市市民体育大会が開催されました。

第６回　市民体育大会
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わっしょい！わっ
しょい！

飛びます！

フレーフレー！

宣誓ーーっ！

ダッシュ！！！

1番〜！

じょうずに出来たね

入れ〜っ
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　現在、市内で「まちづくり協議会」設置に向けた説明会や話し合いが行われています。
　各地区のまちづくり協議会の準備委員会を紹介します。

シリーズ⑨
自治振興課（☎33-5632）

共生・協働のまちづくり
準 備 委 員 会 名 設 立 年 月 日

①野平地区まちづくり協議会設立準備委員会 平成23年５月28日
②旭地区まちづくり協議会設立準備委員会 平成23年８月18日
③荒川地区まちづくり協議会設立準備委員会 平成23年８月26日
④川北まちづくり協議会準備委員会 平成23年８月27日
⑤本浦地区まちづくり協議会設立準備委員会 平成23年９月６日
⑥羽島地区まちづくり準備委員会 平成23年９月７日
⑦川上地区まちづくり協議会設立準備委員会 平成23年９月27日
⑧中央地区まちづくり協議会準備委員会 平成23年10月12日

※上記以外の地区でも、共生・協働のまちづくりの説明やまちづくり協議会設立に向けての話し合い
　が行われています。

 ▲本浦地区まちづくり協議会設立準備委員会 ▲川上地区まちづくり協議会設立準備委員会

　共生・協働って何？　なぜ今共生・協働のまちづくりが必要なの？　協働することでどうなるの？
などについて「共生・協働」の第一線で活躍されている専門家をお迎えし、講演していただきます。
皆さん、お誘い合わせのうえ、ぜひお越しください。

共生・協働のまちづくり講演会

○日　　時　12月18日（日）　13:30～
○場　　所　いちきアクアホール
○入 場 料　無料  ※お車でお越しの場合はできるだけ乗り合わせてお越しください。
○講　　師　岩崎恭典氏（四日市大学　総合政策学部　教授）

【プロフィール】
1956年京都府生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科自治行政専修修了。
四日市大学総合政策学部教授・学長補佐教学担当・情報センター館長、中
央学院大学法学部助教授、宇都宮大学・信州大学・成蹊大学・早稲田大学
非常勤講師。

【専門分野】地方自治制度（特に都市制度）、市民参加論、住民団体論。
【社会活動】三重県教育委員長職務代理、碧南市・豊中市協働まちづくりア
ドバイザー、川西市参画と協働のまちづくり推進会議委員長、我孫子市自
治功労褒章、総務省合併アドバイザー・地域経営の達人、日本地方自治学
会理事等
【著書】『分権と自治のデザイン』( 共著、有斐閣 )、『市町村合併後の自治体
のあり方－狭域への注目と地域自治組織の課題』（滋賀地方自治研究セン
ター）ほか。



期日：平成23年12月11日㈰

【集合出発場所】　羽島交流センター広場
【受　　　　付】　８: ３０〜
【開　会　式】　９: ００〜（９：３０出発予定）
【参 加 資 格】　健康な方ならどなたでも参加できます	
【携　行　品】　タオル、手袋、帽子、水筒等
　　　　　　　　（緊急時のために携帯電話をお持ちの方はご持参ください）	
【問 合 せ 先】　いちき串木野市教育委員会市民スポーツ課　☎32-3111　FAX36-5228
【申 込 み 先】　		上記場所及び羽島交流センター、串木野体育センター、Ｂ＆Ｇ海洋　　　　　　　　　　　　

センター、市来体育館でも下記参加申込書の提出ができます。また、　　　　　　　　　　　
市役所串木野庁舎玄関ロビーに備えつけの申込箱にも提出できます。

【事前申込締切】　12月５日（月）まで（当日受付も可能）
主催：いちき串木野市・いちき串木野市教育委員会　主管：大会実行委員会　
後援：いちき串木野市体育協会・南日本新聞社

切　り　取　り　線

第 14 回　れいめいウオーク羽島・土川大会　参加申込書

氏
ふり

　　名
がな 年齢

学年 性別 住					所 児童・生徒
学校名

保護
者印 電話番号 希望のコース

（○で囲んでください）
バス利用希望

○× 出発場所

4・6・12㎞

4・6・12㎞

4・6・12㎞

4・6・12㎞

※５年生以上、中学生のみの参加は保護者の承諾印が必要です。４年生以下の参加は、保護者同伴とします。

誓 約 書
　私事、このたび本大会に参加するにあたり、大会参加に伴い発生した事故及び貴重品管理等については、自己の
責任とし、主催者が加入する一日保険の対象外のことについては、主催者に対して一切の迷惑をかけないことを誓
います。また、大会当日は事故のないように安全を第一とし、自分の健康・安全に十分留意しながらマイペースで
歩くことを誓います。　　　　平成	　　	年	　　	月	　　	日　
　　　　　　　　　　　上記誓約書に参加者全員同意します。　　申込代表者氏名　　　　　　　　　　　　　㊞

☆もらってうれしいお楽しみ抽選会
☆特産品（がねんてんぷら・うどん等）
　販売コーナー

※荒天中止の場合も販売コーナーは行います

第1４回 れいめいウオーク羽島・土川大会
東シナ海、沖ノ島、甑島を一望！
自然を満喫しながら、心と身体のリフレッシュを図ってみませんか？

①お気軽羽島コース：４㎞（所要時間：１時間程度）
②西郷万福池コース：６㎞（所要時間：１時間半程度）
③土川健脚コース：12㎞（所要時間：２〜３時間程度）
※ご自分の体力・体調に合わせてお選びください
※参加料無料
※想い出を詠む「一首一句啓上コーナー」もあります

＜送迎バス運行予定＞
市来庁舎出発　7:40
中央公民館出発　8:00

※要予約
・途中下車はできません。
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神村学園前駅神村学園前駅

羽島交流センター

【平成22年度一首一句啓上コーナー優秀作品】

　　いにしえの　ゴンザの郷と教えらる
　　　　　　　　羽島の港　眼下に光る
　　　作：徳重　勉さん（大原地区）

　　顔みつけ　また会ったねとハイタッチ
　　　　　　笑顔はじける　師走の羽島
　　　作：丸山　善一さん（羽島地区）

第14回れいめいウオーク羽島･土川大会コース図
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〜みんな笑顔で元気なまちをめざして〜 シリーズ㉚

☆�糖尿病を予防する食生活のポイントは、食べ過ぎないことと、栄養のバランスをとることです。

それにはまず、ふだんの食事で、次のようなことに気をつけてみましょう !

地域で健康なまちづくりをすすめましょう（糖尿病予防食生活編）
串木野健康増進センター（☎33-3450）

野菜は食物繊維が多く、食べ過ぎを防ぐ

とともに、食後の急激な血糖上昇を防ぎ

ます。

１日350ｇを目安にたっぷりたべましょう。

まず野菜から食べる

朝食を抜いたり、食事時間が不規則な食

習慣は、血糖を上昇させやすく、太りや

すくなります。

また、寝る前３時間以内の食事も内臓脂

肪をためやすくなります。

食事は決まった
時間に食べる

甘いものや脂っぽいものは、太りやすい

食品です。食べ過ぎに気をつけましょう。

甘いものや脂っぽいものは
食べ過ぎない

ゆっくり食べると食べ過ぎを防ぐことが

できます。また、よく噛んで食べると、

内臓脂肪が分解されて肥満の予防になり

ます。

ゆっくりよく噛んで食べる

主食・主菜・副菜を
組み合わせましょう

濃い味のおかずは、ご飯をたくさん食べ

てしまいがちです。素材の味を生かした

薄味料理を心がけましょう。

薄味にしましょう



串木野健康増進センター（☎33-3450）
〜あなたのおうちのおむすびは、どんな形 ? 〜

おむすびプロジェクト inいちき串木野

№7

みんなで取り組みましょう！！ ｢食のまち　いちき串木野」

平成23年３月に策定しました基本計画の各取組項目の内容についてお知らせします。

　　市　：市役所（行政）をいいます。
　市　民：市内に住所がある方、公民館や市民活動団体等の団体、本市を訪れている観光客等をいいます。
　事業者：農林漁業者、食品関連事業者、教育・社会福祉等、食に関連する個人や団体をいいます。
　推進スケジュール：「短」平成23年度～25年度、「中」平成23年度～28年度、「長」平成23年度～32年度をいいます。

　新米のおいしい季節になりました。
　�この季節にしか味わえないお米そのもののおいしさを味わうために、シンプルに塩むすびにして、具だくさんのさ
つま汁を添えてみました。
　さつま汁はなつかしい郷土の味。そして、子どもたちに伝えたい味です。
≪塩むすび≫
　１個につき100ｇのご飯を手に塩をつけてにぎる。
≪さつま汁≫
（材料6人分）
　・鶏もも肉��150ｇ��・さつま芋��300ｇ��・大根��150ｇ　・にんじん　60ｇ
　・こんにゃく��150ｇ��・ねぎ　60ｇ��・水　６カップ　・だし昆布　1枚
　・みそ　60ｇ
（作り方）
　①　鶏肉は一口大に切る。さつま芋は皮つきのまま６ミリ厚さのいちょう切りにし、水に放す。
　②　大根とにんじんは、さつま芋と同じ大きさに切る。
　③　こんにゃくはゆでて、1.5センチ角の薄切りにする。
　④　ねぎは１センチ長さに切る。
　⑤　�なべに水と昆布を入れて火にかけ、煮立ったら鶏肉を入れて煮る。アクを除き、大根とにんじん、こんにゃ

くを加え、さらに、さつま芋を加えて柔らかくなるまで煮る。
　⑥　�⑤にねぎとみそを加え、ひと煮する。
※いちき串木野市食生活改善推進員が「おむすびレシピ」を作成しておりますので、ご活用ください。
　（串木野健康増進センターで配布しています。または市のホームページをご覧ください。）

１基本的施策【産業の振興】②施策の方向【付加価値向上】
1－②－1 【取組項目】有機農業推進・地場産品の開拓 推進ｽｹｼﾞｭｰﾙ
取組主体 取　　組　　内　　容 短 中 長

市
・ 安心安全な農作物つくりのための講習会を実施し、有機農業を促進するとともに、食物

の安全性を高めるために、ポジティブリスト（農薬使用制限）の普及推進を図る。
・新たな地場産品の開発を支援する。

市民 ・ 市民農業塾への参加に努めるとともに、農作物の生産方法や農作物の大切さについて理
解を深めることに努める。

事業者
・有機農業講習会への積極的参加に努める。
・環境保全型水稲栽培等を実施する等、良質な農作物の生産に努める。
・新たな地場産品の開発、普及に努める。

1－②－2 【取組項目】特産物・技術を活用した商品の開発 推進ｽｹｼﾞｭｰﾙ
取組主体 取　　組　　内　　容 短 中 長

市

・ つけあげ、焼酎、地元野菜の漬物などの加工品、みかんを材料にした加工品、まぐろやチリメン、
地元で水揚げされた魚等を素材にした消費者ニーズに応える新商品の開発を支援する。

・ 関係機関団体等との連携を強化し、情報の共有化を図るとともに、農商工連携や産学連携など業種
の枠を超えた商品開発体制整備を促進する。

・特産品開発がしやすい環境を整えるための一次加工品の生産拠点施設の整備や起業へ支援を行う。

市民 ・新たな加工品開発へのアイデアの提言や、購入に努め、加工品開発の支援を行う。
・市外への本市特産物のＰＲに努める。

事業者
・ 農商工連携や産学連携など業種の枠を超えて積極的な連携を行い、地場産品等を活用し

た新商品開発に努める。
・ 新商品品評会、開発研修会等へ積極的に参加し、調査研究を行い、商品開発技術の向上

に努める。

政策課（☎33-5628）
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程さんと親子で鉄人チャーハンづくり教室開催
　10月16日、シーサイドガーデンさのさで『程さんと親子で鉄人チャーハンづくり
教室』が行われ、市内外から親子200人が参加しました。
　当日は、程さんから『いちき串木野地産ヘルシー炒飯』と名付けて頂いた、
市特産品のつけあげやまぐろなどを使用した炒飯を親子で調理しました。

　野菜嫌いの子どもを減らすためには子どもに
調理をさせて、食材に親しむのが一番との話し
があり、主に子どもたちが食材切りから食材炒
めなどを行いました。
　出来上がった炒飯を食べた子どもたちは「ピーマンも食べられるように
なった」「帰ってからまた作ってみたい」などの声も聞かれました。
　ぜひ、次のレシピを参考に作ってみませんか？また市のホームページから
もご覧になれます。

食のまちいちき串
木野

いちき串木野地産ヘルシー炒飯

■材料（２人分）
　ご飯　・・・・・・・・茶碗２杯
　卵　・・・・・・・・・２個
　ニンジン　・・・・・・20ｇ程度
　ピーマン（緑・赤）・・・各30g 程度
　枝豆（サヤつき）　・・・100g 程度（前もって茹でて、
　　　　　　　　　　　　薄皮をむき、半分にしておく）
　まぐろ　・・・・・・・50g（表面を焼いておく）
　つけあげ　・・・・・・20g
　ニンニク油　・・・・・大さじ３杯〜４杯

●ご飯
　�炊きたてでも冷やご飯でもいい。ただ水分があるとべたつくのでどちらの場合も器にいれて、余分な水
分をとばしておく。

●ニンニク油の作り方
　☆サラダ油１カップ（200cc）に対して、ニンニク１かけ
　�　�鍋にサラダ油、スライスしたニンニクを入れて中火にかけ、ニンニクが
きつね色になるまで焦がさないように熱し、器に移します。

　　�（ニンニクの風味を移したニンニク油は、炒飯や野菜炒めなどに活用で
きてとても便利。びんに入れて冷蔵庫で保存するといいです。）

　※�ニンニク油は、料理のコクを出すとともに、野菜に含まれるビタミンＣ
の体内摂取をスムーズする役割を持っているそうです。

●合わせ調味料（２人分）
　酒・・・大さじ１〜２
　塩・・・小さじ１/３
　中華スープ（中華スープの素少々を熱湯で溶いたもの）・・・大さじ１
　薄口しょうゆ、コショウ、ゴマ油・・・各少々

①　すべての具材（枝豆以外）を小さく切ります。
②　�薄くサラダ油を塗ったボウルにご飯を入れて、卵（といたものの方が混
ぜやすい）を加え、ご飯をほぐしながら卵がご飯粒になじむようによく
混ぜます。

③　�フライパンにニンニク油を入れて中火にし、②のご飯を入れてご飯粒がパラパラにほぐれるまで５〜
６分炒めます。

④　�強火にし、途中でニンニク油を加えながらニンジン、ピーマン、枝豆、つけあげ、まぐろの順に入れ
て手早く炒め（４〜５分）、合わせ調味料を鍋肌から入れてよく混ぜて、器に盛ります。

◎ポイントは、ご飯に卵をよくなじませることと、合わせ調味料を調理の最後に入れることです。
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いちき串木野市 芹
せ り 　 が 　 の

ヶ野団地
好評分譲中！！
　販売区画数3区画
1区画当り価格
　約316万円～444万円
1区画当り面積
　約90坪～115坪
ちなみに、１坪当り価格は
　約3.5万円～4.3万円です。

至薩摩川内市
至木場茶屋駅

芹ヶ野
 公民館

至薩摩川内都インター

国道3号

至鹿児島市

至串木野駅

至串木野インター 芹ヶ野団地

N

済 済

済

済 済

公園7

4

8

市営住宅駐車場

市営芹ヶ野住宅

※�ただし、市の定住促進補助制度により、
最高184万円が補助されます。

・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�44万円

・所　在　地
・地  　　　目
・用途地域等
・交  　　　通
・公  共  施  設

いちき串木野市芹ヶ野15250番地
宅地
都市計画区域外
いわさきバスネットワーク　芹ヶ野バス停まで約400m
西回り自動車道薩摩川内都インターまで約2.0km
ＪＲ木場茶屋駅まで約800m
旭小学校まで約2.0km

物件の概要

※詳しい内容については、いちき串木野市財政課契約管財係まで、お気軽にお問い合わせください。
☎33-5629（直通） ・ FAX32-3124

重��要

分譲団地情報！第５弾

※ 分譲団地情報！第１弾の羽島松尾団地は6/20号、第２弾の市来小城団地は7/20号、第３弾の
ウッドタウン団地は8/22号、第4弾の羽島矢倉団地は10/20号の広報いちき串木野に掲載して
ありますので、ご覧ください。

財政課（☎33-5629）
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商工観光課（☎33-5638）

行き先 便名 出発時間 予約時間
市街地行き
（市来地域）

1便 8:00～8:15 前日20:00まで
2便 9:30～9:45 当日７:30まで

郊外地区行き
（市来地域〈海瀬地区を含む〉）

3便 11:30～11:45 当日９:30まで
4便 14:00～14:15 当日昼12:00まで

 ■いきいきタクシー　　大人300円（小人・障害者等は半額）【市来地域（海瀬地区を含む）】

　

　※�『いきいきタクシー利用の手引き』があります。ご希望の方は、第一交通（株）串木野営業所（☎32-8010）
もしくは商工観光課へお問い合わせください。

　※下部に無料体験チケットが付いています。この機会に「いきいきタクシー」をご利用ください。
１．いきいきタクシーの予約について
　★「いきいきタクシー」を利用する場合は事前に予約が必要です。（予約は1週間前からできます。）
　★予約は、自分一人だけの予約でよく、利用する人を何人も集めていただく必要はありません。
   　 ■予約専用電話　☎０９９６－３２－８０１０　第一交通（株）串木野営業所　
２．出発時間及び予約時間（川上線・大里線とも同じです）

　これまでの調査やアンケートを基に、見直しを進めてきた「いきいきバス」が、12月1日から、新しく
なって運行を開始します。
　串木野地域においては、ルートの一部を見直し、小型バスによる「いきいきバス」を運行します。市
来地域（海瀬地区を含む）には、今までの「いきいきバス」に代わり、事前予約型乗り合いタクシーを導
入し、「いきいきタクシー」として運行を開始します。
　停留所や時刻表など詳しくは、「公共交通マップ」をご覧ください。

路線 運行日 便数 運行区間

川上線 月～土 1日2往復 川上方面の【郊外地区】と【市街地の乗降場所】（16か所）
間を予約に応じて運行

大里線 月～土 1日2往復 大里方面の【郊外地区】と【市街地の乗降場所】（16か所）
間を予約に応じて運行

　■いきいきバス　　大人200円（小人・障害者等は半額）　　　　　　【串木野地域】

　　※芹ヶ野線の深田地区の方が利用する場合、事前に予約が必要です。

　　　■深田地区専用予約電話　☎０９９６－２３－３１８１　いわさきバスネットワーク（株）川内営業所

路線 運行日 便数 運行区間
羽島・荒川線 月・水・金 1日2往復 土川～羽島～荒川～串木野駅
芹ヶ野線 火・木・土 1日2往復 深田～芹ヶ野住宅～串木野駅
冠岳線 火・木・土 1日2往復 宇都～生福～袴田～串木野駅
木原墓地線 月・水・金 1日3往復 串木野駅～木原墓地～市来駅

※ 乗降場所については
広報いちき串木野
10/20号をご覧くだ
さい。

※ ３便・４便の予約は
市街地行きの車内で
も予約できます。

いきいきタクシー
無料体験チケット
この券１枚で、片道乗車できます。
有効期間：H23.12.1 ㈭～12.14 ㈬

いちき串木野市長　印

いきいきタクシー
無料体験チケット
この券１枚で、片道乗車できます。
有効期間：H23.12.1 ㈭～12.14 ㈬

いちき串木野市長　印

キリトリ線

キリトリ線

キリトリ線

キリトリ線

キ
リ
ト
リ
線

キ
リ
ト
リ
線

キ
リ
ト
リ
線

新しい「いきいきバス」「いきいきタクシー」の
運行が12月1日から始まります！

　※「いきいきタクシー」の運行は、市来地域（海瀬地区を含む）のみです。
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・�当選した無料バス旅行に行き、目的地
に向かう途中に立ち寄った施設で、高
額な宝石類や毛皮製品等を買ってし
まった、という相談が寄せられていま
す。�
・�その場の雰囲気に飲まれたり、旅とい
う非日常の中で気分が高揚したりし
て、つい購入してしまうケースが目立
ちます。�
・�中には、ぴったりと店員に付かれたり、
数人の店員に囲まれたりして、断りき
れずに契約してしまう例もありまし
た。�
・�クーリング・オフ等ができる場合もあ
りますが、まずは、契約する前に本当
に必要なものかをよく考え、冷静に判
断することが大切です。断りにくい状
況にあっても、要らなければはっきり
と断る勇気を持ちましょう。�
・�トラブルにあったら、すぐに消費生活
相談窓口等にご相談ください。�

無料日帰りバス旅行に当選！
しかし高額なネックレスを買うことに…

　無料日帰りバス旅行に当選し参加した。
目的の温泉に向かう途中、宝石会社の直売
店に立ち寄った。商品を見ていると販売員

が寄ってきて、磁気ネックレスを勧めてきた。20 万円
と高額だったが「肩こりや冷え性に効く」「今だけ値引
きがある」「分割手数料
がかからない」などの点
にひかれ、分割払いで買
うことにした。翌日、家
族から反対されたことも
あり後悔し始めた。よく
考えると高い買い物だっ
たと思う。できれば解約
したい。

（60 歳代　女性）

第  43 号

見守り
新鮮情報

№2

商工観光課（☎33-5638）
・�「買った額より高値で買い取ってもら
えるので、商品や権利を買わないか」
と勧誘され、実際に買い取り希望の業
者も現れるなどして、その商品や権利
を購入するように仕向けられる劇場型
の手口が後を絶ちません。�
・�最近は、事例以外にも「社長と同じ出
身地の人しか買えないので代わりに
買ってほしい」「共同出資なのであなた
が買わないと他の出資者に迷惑がかか
る」などと言って購入を迫るなど、勧
誘方法も巧妙になっています。�
・�事例のように業者と連絡が取れなく
なってしまうことが多く、いったん支
払ってしまうとお金を取り戻すのは極
めて困難です。�
・�おかしいなと思ったら、お金を支払う
前に消費生活相談窓口にご相談くださ
い。�

代わりに買えば、数倍にして返す？
社債の勧誘に注意！

　Ａ社から電話があり、太陽光・風力発電な
どの再生可能エネルギーを扱うＸ社の社債購
入を勧められ「Ｉ工務店のＩ氏もほしがって

いる。35 口 700 万円ずつ共同で買わないか。必ず高く
転売できる」と言われた。実際にＢという会社から買
い取りたいと電話があったので信じ始めた。その後Ａ
社から「Ｉ氏が 70 口分購入したが、代金を法人名義で
振り込んだので受け付けられなかった。今彼は海外出
張中で手続きできないの
で代わりに買ってほしい。
２〜７倍にして返す」と
言われたので、Ｘ社に社
債 70 口 1,400 万円分を振
り込んだ。数日後、Ａ社
とＢ社に電話したが通じ
ず、だまされたことに気
づいた。

（60 歳代　男性）

№1
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第1回
平成24年

1月21日（土曜日）
10:00〜16:30
［大研修室1］

【これまでのこと、これからのこと】
　�講師　キャリアカウンセラー　森園 仁美さん　　　　　　　　　　　　　　
　�社会や経済など世の中の現状を知るだけでなく、歴史的歩みを知ることで、「今」へ
の理解が深まります。すると自分の立ち位置が見えてきて、“働くわたし”の未来予
想図も描けるはず。そんな先輩から妹たちへのあついメッセージを受け止めて！

第2回
平成24年

2月4日（土曜日）
13:00〜16:30
［大研修室1］

【なりたい“わたし”になるために！】
　�講師　ワークショップデザイナー　髙﨑 恵さん
　�私たちのより良い暮らしづくりに多くのヒントを与えてくれる男女共同参画概念と、ア
サーティブネス・コミュニケーション（自己表現）スキル。この2つのエッセンスを取り
入れて、これまでの自分を振り返り、これからの暮らしづくりに活かしてみませんか？

第3回
平成24年

2月18日（土曜日）
13:00〜16:30
［大研修室3］

【今から役立つお金の話】
　�講師　特定社会保険労務士　江原 充志さん
　�意外と知らない？毎月支払う年金や保険料、働く上で知っておきたい制度などを社
会保険労務士がわかりやすくお話します。難しく感じられる法制度も、自分の生活
に当てはめて考えれば理解が進み、これからの人生の強いミカタになりますよ。

【テーマ別　みんなのしゃべり場＆モモ会】
　�講師　鹿児島ウーマンライフ研究会
　�1〜3回の総まとめ！いくつかのテーマごとにグループ形式で学びます。働く人も
これから働きたい人も、身近なモヤモヤをみんなで解決できるチャンス。しゃべ
り場のあとは、モモ会（交流会）で“新しい明日”への自分宣言！

第4回
平成24年

3月3日（土曜日）
13:00〜16:30
［大研修室3］

■会　場　かごしま県民交流センター　大研修室
■申込・問合せ　鹿児島県男女共同参画センター　
　電話099-221-6603（受付時間 : ９:00～17:00/ 月曜日休館）
　FAX099-221-6640（24時間受付）
　 E-mail：p-harmony@pref.kagoshima.lg.jp（24時間受付）
　※氏名・住所・年齢・電話番号・託児の有無をお知らせください。

応募締切

平成24年

1月11日
（水曜日）

女性の働き方講座 2012女性の働き方講座 2012女性の働き方講座 2012
私のあたらしい明日へ 参加無料

対象
20～30代女性
託児あり
（要予約）平成 23 年度　女性のための就労支援講座

みんな de ランチ
12:00〜13:00（予定）

　パンのバイキングで交流を
　深めましょう！ ランチ代500円
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　第十管区海上保安本部は、昭和37年１月１日に設立され、来年１月１日をもって50周年を迎えることとなりま
した。
　日頃からの皆様の海上保安業務に対するご理解とご協力に感謝を込めて、海上保安庁音楽隊のコンサートを開催
します。
●日　　時　平成24年１月30日（月）　17:30開場・18:30開演
●場　　所　鹿児島市民文化ホール（鹿児島市与次郎二丁目３番１号）
●入 場 料　無料
●応募方法　�郵便往復はがき（私製を除く）の「往信用裏面」に住所・氏名・年齢・電話番号、同伴者（４人まで）の氏名・

年齢、「返信用表面」に代表者の送り先を明記のうえ、第十管区海上保安本部総務部総務課までご応募
ください。

　　　　　　�※�未就学児童のご来場・着席は、他のお客様のご迷惑となる場合がありますので、お断りいたします。
　　　　　　※�応募者多数の場合は抽選とし、抽選結果を返信用はがきでお知らせ致します。
　　　　　　※応募はお一人様１通までとさせて頂きます。
●応募締切　11月30日（水）【必着】
●応 募 先　〒890-8510��鹿児島市東郡元町4-1　第十管区海上保安本部総務部総務課
●問 合 せ　第十管区海上保安本部総務部総務課　☎099-250-9800（代表）

　九州電力では、原子力発電所の停止に伴い、代替となる火力発電所の追加の燃料調達や補修時期の調整等、
供給力確保のため最大限の努力を行っているところです。
　しかしながら、現時点では今冬の最大需要見通しに対する十分な供給力を確保できず、電力需給は極め
て厳しい状況です。
　こうした状況を踏まえ、12月１日（木）から翌年３月30日（金）までの間、活動等に支障のない範囲での節
電のご協力をお願いいたします。
　特に12月19日（月）から翌年２月３日（金）の平日８時から21時までの間（年末年始12/29から
１/４を除く）は、５％以上を目標に節電のご協力をお願いいたします。
　また、需給状況が厳しくなると予想される場合には、九州電力のホームページの「でんき予報」でお知らせ
するとともに、携帯電話でもその内容をご確認できる「緊急時の節電ご協力お願いメール」を配信いたします。
　市民の皆様には、ご不便とご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんが、節電へのご理解とご協力をよ
ろしくお願いします。

今冬の電力需給見通しと節電へのご協力について（お願い）

メール配信の概要

以下のタイミングで需給状況と節電ご協力のお願いについてメールでお知らせします。

週間見通し

翌日見通し

木曜日に、翌週 (直後の土〜金曜日 )の中で、需給状況が厳しくなると予想さ
れる日がある場合は、メールを配信
※一週間のうちに需給状況が厳しいと予想される日がない場合は配信しません。

需給状況が厳しくなると予想した日の前日に、最新の需給状況をメールで配信
※金曜日は、翌土・日・月曜日の状況を配信します。
※最新の需給状況が改善された場合も、その状況を配信します。

※上記以外においても、需給状況によってはメールをお送りすることがあります。

※本メール配信のご利用にあたり、登録料・情報料は発生しませんが、別途、携帯電話会社への通信料がかかります。
※パソコンへのメール配信は行っておりません。

メール配信には、
携帯電話メール
アドレスの登録
が必要です

■携帯電話版ホームページ
http://kyuden.jp/
■パソコン版ホームページ
http://www.kyuden.co.jp/

パソコンからも
登録できます。

▼登録画面へ直接アクセス
２次 元 コ ー ド 読
み取り機能を搭
載している携帯
電話でご利用い
ただけます。

でんき予報は当社ホームページでご覧いただけます。
ご不明な点は最寄りの営業所へお問い合わせください。

●問合せ　九州電力㈱川内営業所　☎0120-986-802

九州電力 検索
www.kyuden.co.jp
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話題

まちの
平成23年度ふるさと塾事業

「麓・浅山ふるさと塾」が実施されました

　麓自治公民館主催で９月14日から４日間「麓・浅山
ふるさと塾」が実施されました。
　麓・浅山子ども会（小学部）の３年生から６年生の
12人が親元を離れ、地域の方々の協力の下、麓公民
館に宿泊しながら学校に通うとともに、先輩の話を
聴いたり、自炊等を体験しました。
　４日目には蛍を呼び戻そうと、五反田川でカワニ
ナを採取し、地域内の溝に放しました。

100歳おめでとうございます
　

　10月１日に今村勝夫さん（潮風園）が100歳の誕生
日を迎えられました。
  現在、本市の100歳以上の方は、20人となり、今
村さんに本市からお祝いの花や記念品などを贈呈し
ました。
　いつまでもお元気で長生きしてください。

食生活改善推進員養成のための
栄養教室が開講されました　

　各地域において食育や食生活改善の推進活動を
行う食生活改善推進員を養成するための栄養教室
が９月30日に開講されました。
　30人の方の参加があり、全７回の講座を通して
食生活や健康づくりに関して学んでいきます。

第59回　串木野弓道大会

　
　９月25日、串木野弓道場で第59回串木野弓道大
会が開催されました。
　当日は、県内から140人（計49チーム）の参加があ
り、選手の皆さんは、親睦を深めました。

日本スポーツ少年団顕彰　

　「日本スポーツ少年団顕彰」は永年にわたりスポー
ツ少年団の発展または指導・育成に貢献し、特に顕
著な功績のある市区町村スポーツ少年団や登録指導
者が表彰されるものであります。
　この度、いちき串木野市スポーツ少年団と串木野
暁剣道スポーツ少年団指導者の祐下直氏の功績が認
められ、日本スポーツ少年団より表彰を受けられま
した。おめでとうございます。
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話題まちの
藻場造成活動を体験

　

　10月６日と７日の２日間、串木野漁港外港で、市
藻場造成グループ（市内４漁協）主催による藻場造成
活動が行われました。
　地元の漁業者と市来小学校５年生（６日）・串木野
小学校５年生（７日）が一緒になって、藻場造成用の
アマモシートを作りました。
　昨年、一昨年と児童が作成したアマモシートのア
マモは、春先には１ｍくらいに成長し、４月から５
月にかけてアオリイカ（ミズイカ）やコウイカが卵を
産み付けるなど、魚やイカにとって大切な場所に
なっています。

県下市町家庭相談員研修会開催

　10月６日から７日にかけて、県下市町家庭相談員
研修会が本市で開催されました。
　初日は、阿久根市福祉事務所の事例発表や本市の
スクールソーシャルワーカーである平屋浩司先生が

「家庭相談員・学校・教育委員会・民生委員・関係機
関等の連携」と題し、携わってこられた事例を紹介し
ながらの講話がありました。
　参加者からは、「支援を必要とする人は環境が様々
であり、支援をする側が根気よく接することで変わっ
ていく人もいれば、そうでない人もいる。結果を考
えるより接していくことです。
　このような研修会があれば人のつながりができて
ありがたいです。」との感想も聞くことができました。

県石油コンビナート等総合防災訓練

　10月６日、串木野国家石油備蓄基地で、基地職員
のほか、消防や警察など12機関から約160人が参加
し、「平成23年度鹿児島県石油コンビナート等総合防
災訓練」が実施されました。
　訓練では、「震度５強の地震が発生し大津波警報が
発令され、警報解除後に余震により原油が漏えいし
火災が発生した。」という想定で、警報に伴う緊急避
難や油の流出を防ぐための土のう構築のほか、鹿児
島県消防・防災ヘリコプターによるけが人を搬送す
る救急搬送訓練や化学消防車などによる消火延焼防
止訓練などが行われました。

第１回自治基本条例（仮称）
策定検討委員会開催

　10月14日、第１回自治基本条例（仮称）策定検討
委員会が開催されました。
　公募による市民委員23人と職員委員５人で、本市
のまちづくりの基本的なルールである自治基本条例
の素案を、平成25年３月を目途に作り市長へ提出す
る予定です。この委員会は従来の行政が原案を作り
各種団体代表者などで審議する方式ではなく、白紙
の状態から市民の意見を出し合いながら作り上げて
いきます。
　第１回は、大学教授の講演やワークショップの仕
方を研修しました。今後、月１、２回開催し検討し
ていきます。

ミ
ズ
イ
カ
の
卵
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話題まちの
秋太郎プレゼント

　

　
　10月14日、市来えびす市場で市来松寿園・吹上
園の入園者へ秋太郎（バショウカジキ）の贈呈式が行
われました。
　例年、敬老の日に秋太郎を贈っていましたが、今
年は不漁続きで、11回目となる今回は市来えびす市
場が毎月14日を“魚（いよ）の日”と定めている日に、
入園者５人が施設を代表して市来えびす市場を訪
れ、市来町漁協大久保組合長から秋太郎が贈られま
した。　
　贈られた秋太郎は、その場でさっそく捌かれ、そ
の日の入園者の夕食に提供されました。

事業所の安心・安全は任せて！
　

　いちき串木野市防火管理協会（播磨誠会長 会員119
事業所）は、10月18日、いちき分遣所訓練場におい
て第６回自衛消防隊対抗防火大会を開催しました。
　この大会は、各事業所における防火意識の高揚と
自衛消防隊の技能の向上のため行っており、屋内消
火栓競技に男女17チーム34人、消火器競技に28人の
選手が参加し、「自分たちの職場は自分たちで守
る。」という意気込みのもと、白熱した大会となり
ました。
　各競技の１位は次のとおりです。
○屋内消火栓操法競技
　男子の部　三井串木野鉱山株式会社チーム
　　　　　　（永井健悟選手・中島諒士選手）
　女子の部　介護老人保健施設
　　　　　　ライフハーバーいちきチーム
　　　　　　（小瀬はつみ選手・中馬香織選手）
○消火器取扱競技
　男子の部　中島諒士選手
　　　　　　（三井串木野鉱山株式会社）
　女子の部　下薗由佳選手
　　　　　　（医療法人静和会みなと病院）

グリーン・ツーリズムによる
修学旅行生の受け入れ

　

　

　９月27日と10月18日に市グリーン・ツーリズム
協議会による修学旅行生の受け入れが行われま
した。
　訪れた学校は大阪市立淀商業高校生37人と東京
都の日本大学櫻丘高校生42人で、市内の受入家庭
で農作業や遊漁船で魚釣りなど田舎暮らしを体験
しました。
　また淀商業高校生は福祉ボランティアを学んで
いることから「ライフハーバーいちき」で高齢者と
の交流も行いました。

　協議会では受入家庭を募集しています。
○問合せ　いちき串木野総合観光案内所
　　　　　☎32-5256

▲日本大学櫻丘高校の生徒たち

▲大阪市立淀商業高校の生徒たちと受入家庭
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話題まちの
男女共同参画出前講座
（デートＤＶ）開催

　

　10月21日、串木野西中学校の３年生を対象に、鹿児
島純心女子大学の谷崎和代准教授によるデートＤＶ講
座が開催されました。
　デートＤＶとは、交際しているカップルにおこる暴
力をいい、配偶者間のＤＶが起きているカップルの場
合、その殆どが交際中から暴力があったといわれてい
ます。
　当日は、メディアから洪水のように流される性行為を
あおる情報の中にいる生徒たちに、妊娠と性感染症と
いうリスクがついてまわるという危機意識を持てるよう
正確な情報提供やお互いを大事に思いコミュニケー
ションをとることの大切さを教えていただきました。

ダンスアジア大会優勝　

　

　10月26日、韓国で行われたダンスのアジア大会
で優勝した神村学園中等部２年の加藤有紀さんが表
敬訪問されました。
  加藤さんは、本市在住で神村学園卒業生の瀬戸口
麗さん（酔之尾）とペアを組み、『Funk Styler’s Battle』
と呼ばれる大会の「ワック」の部に出場しましたが、
日本、韓国、欧州などから約300人が出場したなか
から、みごと優勝しました。
　おめでとうございます。

学校給食に新米とちりめんの
無償提供

　10月24日、大里で合鴨農法による稲作に取り組

んでいる西久保善己さんから山下教育長へ、市来幼

稚園児たちが合鴨放鳥に協力してくれたお礼に、今

年収穫された「コシヒカリ」の新米を市来地域の幼稚

園、小中学校の学校給食用として無償提供されまし

た。園児・児童生徒に喜ばれるおいしい、地元産の

新鮮な食材での米飯給食を提供することができまし

た。ありがとうございました。

　また同日、県機船船曳網漁業者協議会を代表して

羽島漁協の平石芳人さんから山下教育長へ串木野地

域の小中学校の学校給食用として、地元特産品であ

る「ちりめん」の無償提供が行われました。

　同協議会では10月4日を１（い）０（わ）４（し）の語

呂合わせで、いわしの日として制定しており、子ど

もたちに「ちりめん・しらす」に親しんでもらえたら

と、その普及に５年前から串木野地域と市来地域を

交互に提供を行っています。

　子どもたちは、給食でちりめんを使った手作りふ

りかけをごはんにかけて「とってもおいしい」と食べ

ていました。ありがとうございました。
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おしらせ版おしらせ版

　インフルエンザが流行する季節となりました。対
策として次の事にこころがけましょう。
　○外出後は手洗い・うがい・洗顔をする。
　○流行時には人混みをできるだけ避ける。
　○室内の湿度を保つ。
　○体力を保つ。
　○十分な睡眠とバランスの良い食事を取る。
　○インフルエンザの予防接種を受ける。
インフルエンザの症状とは？
��◎急な38度以上の発熱や悪寒
��◎頭痛、関節痛、筋肉痛など全身の痛み
　風邪等の症状が出たら速やかに医師の診断を受け
ましょう。また他人への感染を防ぐために必ずマス
クを使用しましょう。

　年末・年始のし尿汲み取り指定日を一部変更します。

○12月29日から１月３日までは休みとなります。
○�１月１日から３日の地区は、４日から汲み取りを
いたします。　　
※�年末は、汲取りの申し込みが多く、指定日以外で
の汲取りは原則として控えさせていただきますの
で、必ず指定日の前日までに「汲取申込札」で申し
込みをしてください。

　12月は「歳末たすけあい共同募金運動月間」となっ
ており、援助や支援を必要とする人たちに対して、
「みんなでささえあうあったかい地域づくり」という
趣旨でボランティアによる街頭募金を行います。
　寄せられた善意は地域住民の福祉活動への参加の
推進、地域福祉・在宅福祉サービスの充実に使わせ
ていただきます。
　皆様の暖かいご協力をお願いします。
●日　時　12月３日（土）　11:30～15:30
●場　所　市内のスーパー店頭など15か所

『インフルエンザ』を予防しましょう

串木野健康増進センター（☎33-3450）

年末・年始のし尿汲取り指定日の
一部変更について

串木野衛生センター（☎32-3612）

地 区 変更前 変更後

迫・安茶 12月29日
（木曜日）

12月27日
（火曜日）

歳末たすけあい街頭募金にご協力を

社会福祉協議会（☎32-3183）

☆むし歯０（ゼロ）おめでとう☆

（�歳児歯科検診結果）
串木野健康増進センター（☎33-3450）

��　10月６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。

　田渕　絢
あや

乃
の

ちゃん　・　西岡　拓
たく

夢
む

くん

　中島　はなちゃん　・　岩下　奏
かなで

ちゃん

　益山　昊
そら

大
た

くん　　・　川﨑　莉
り

子
こ

ちゃん

　田中　悠
ゆう

翔
と

くん　　・　下迫田唯
いっ

惺
せい

くん

　松比良玲
れ

央
お

くん　　・　川添　　繭
まゆ

ちゃん

　安田　遙
はる

起
き

くん　　・　末満　　匠
たくみ

くん

　久保　鐘
りん

子
こ

ちゃん　・　宇都　沙
さ

彩
あや

ちゃん

　内田　泰
たい

誠
せい

くん　　・　大迫　莉
り

実
み

ちゃん

　谷口　りのちゃん　・　樋口　海
み

姫
つき

ちゃん

　藏薗友
ゆ

梨
り

香
か

ちゃん　・　岩下　咲
さ

月
つき

ちゃん

　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。

税金は みんなを助ける 宝物
（平成 22年度「税に関する作品」より）

11月の市税・保険料納期

税務課（☎33-5682）

　納期限内の納付にご協力ください。

　口座振替予定日は、毎月25日です。金融機関が

休みのときは翌営業日となります。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・届出印をご持参のうえ、お手続

きください。

　国 民 健 康 保 険 税　  第４期
　後期高齢者医療保険料　  第４期

11月30日
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　藩政時代、港町として繁栄した市来湊町を観光ガ
イドが案内いたします。
●期　　日　12月４日（日）�※小雨決行
●集合場所　ふれあいフェスタ内観光案内所ブース
●時　　間　11:00～（約50分）
　　　　　　※時間前に集合してください。
●コ ー ス　八坂神社、孝子徳衛門の墓、菅原天神等
●定    　員　20人
●参 加 料　無料
●申込期間　11月24日（金）～12月３日（土）
　　　　　　※当日受付可
●申込・問合せ��いちき串木野総合観光案内所
　　　　　　������☎32-5256���FAX�29-3320
※�歩きやすい服装、帽子、雨具（小雨の時）等を各自
準備してください。

　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、次のとおり司法書士による無料相
談会を実施します。相談は予約制です。
　なお、希望者多数の場合は、ご希望に添えない場
合がありますのであらかじめご了承ください。
●日　　時　12月９日（金）�13:30～16:30
　　　　　　（相談時間は一人30分程度）
●場　　所　串木野庁舎２階会議室
●申込期限　�希望者は12月５日（月）までに商工観

光課へ申し込みください。

　2012年版県民手帳の販売を行います。
　この県民手帳は、年版・年度版の手帳として利
用でき、各種資料・県内データが充実しており毎
年好評を得ております。
　購入希望の方は、次の販売場所でお買い求めく
ださい。
●値　　段　500円（税込）
●サ イ ズ　縦15cm×横8.5cm
●表　　紙　黒・赤
●販売期間　12月28日（水）まで
●販売場所　・政策課
　　　　　　・市来庁舎市民課　☎21-5111
　　　　　　・ＴＳＵＴＡＹＡ（つたや）書店
　　　　　　　（浜ヶ城12182-1）　☎33-0310

　串木野環境センターに搬入された品物の中で、使
用できるものを市民の皆様に販売します。
●日　時　11月27日（日）10:00～�（９:00開場）
●場　所　串木野環境センター
●販売する品目
　�食器類、つぼ、玩具、装飾品、本（マンガ）、家具、
スポーツ・レジャー用品、自転車、など

●注意事項
　①�リサイクル品ですので品質や性能の保証はあり
ません。万一、不良品でも返品・交換や返金は
できませんので、了解のうえ購入してください。

　②販売した品物は、包装や配達は一切しません。
　③�同一の品物に、購入希望者が複数の場合は、抽
選になります。

●問合せ　串木野環境センター　☎32-2388

　動物愛護講習会が次の日程で開催されます。
　保健所で引き取りをした子犬等の譲り渡し（一般
譲渡）を受けたい方は、必ずこの講習を受講してく
ださい。この講習を受講されないと一般譲渡は受け
られません。
●日　時　12月７日（水）��11:00～（１時間程度）
●場　所　伊集院保健所１階指導室
●内　容　①犬の飼い方・しつけ方について
　　　　　②犬の性質・健康管理について
※�受講申し込みは開催日の前々日までに伊集院保健
所衛生・環境係（☎099-273-2332）へご連絡くだ
さい。
※�会場の駐車場は狭いので、できるだけ公共交通機
関をご利用ください。
※�子犬等の一般譲渡は、譲渡会で行います。譲渡会
の有無等については伊集院保健所衛生・環境係に
お問い合わせください。

●募集対象　市内に居住する小学１年生以上の児童・生徒
●期　　日　12月23日（金・祝）
●場　　所　えびの高原スケート場
●募集定員　50人
●参 加 料　5,000円
　　　　　　（保険料・入場料・貸し靴代を含む）
●申込期限　12月16日（金）まで
●申 込 み　指定管理者（株）日本水泳振興会
　　　　　　Ｂ＆Ｇ海洋センター�☎32-8994

市来湊町の史跡を
観光ガイドと共にあるいてみませんか

商工観光課（☎33-5638）

動物愛護講習会の開催

生活環境課（☎33-5614）

リサイクル品を販売します

生活環境課（☎33-5614）

Ｂ＆Ｇスケート教室参加者募集

市民スポーツ課（☎21-5129）

司法書士による消費生活無料相談会開催

商工観光課（☎33-5638）

�01� 年版県民手帳の販売について

政策課（☎33-5672）

��



●家　　賃　�入居世帯の所得に応じて設定されます。
●入居基準（主なもの）
　・持ち家がないこと
　・世帯の月額所得が158,000円以下であること
　・同居する家族がいること
　・市税等（市税・水道料金など）の滞納がないこと
　・原則として、公営住宅に入居していないこと
　・入居者及び同居者が暴力団員ではないこと
　・�酔之尾東団地については、世帯主が60歳以上
であること

●入居時必要なもの
　・敷金（家賃の３か月分）��・連帯保証人（２人）
●申込期間
　・随時受付けております。
　※先着順になりますのでご了承ください。
　※�公募住宅は既設住宅であり、年数も経過している

ことから壁等の汚れがありますがご了承ください。
●入居予定日　
　・審査を経て、随時入居可能
●申込・問合せ　・都市計画課建築係
　　　　　　　　・土木課分室係　☎33-5679

●日　時　12月３日（土）�13:30～16:00
●場　所　中央公民館２階研修室
●参加料　300円（資料代）
　　　　　※どなたでも参加できます。
●発表題　串木野麓地区の歴史と民俗
●講演者　石堂次美（市文化財保護審議委員）
　　　　　麓地区の史跡や言い伝えなどの発表
●問合せ　代表　所﨑�平　☎32-8705

　次のとおり、公用車を売却します。

●売却車輌
　①車種名　いすず　給食配送車
　　・型　　　　式：Ｕ‐ＮＫＲ６６ＬＶＮ
　　・乗 車 定 員：３人
　　・初年度登録年：平成４年
　　・走行距離数：145,710km
　　・車検有効期間：平成24年８月23日
●申込方法
　購入を希望される方は、12月６日（火）までに財政
課契約管財係へ見積書を提出してください。（見積書
様式は、財政課及び市来庁舎市民課にあります。）
●購入（申込）条件
（１）�市税（市県民税、固定資産税、軽自動車税及び

国民健康保険税）に関し、滞納がない方。
（２）�名義変更等全ての手続（所有者変更、登録番号

変更、車庫証明、自動車税等）は購入者負担とし、
物件の引渡は手続完了及び売却代金の納入を確
認した後とします。

（３）�物件の購入者への引渡方法は、保管場所での現
状引渡とし、引渡後の不調や故障についての補
償は一切行いません。その他引渡後に生じる一
切の経費についても購入者が負担するものとし
ます。

（４）�車輌に表示してある「いちき串木野市」等の名
称は、引渡後、購入者で抹消していただきます。

●最低売却価格　10,000円
　　消費税及び地方消費税相当額を含みません。
●物件の確認日時
　・日時　12月１日（木）�13:00～15:00
　　��������※�物件の確認を希望される方は、事前に

財政課までご連絡ください。
　・場所　いちき串木野市役所串木野庁舎
●購入者の決定
　�最低売却価格以上で、最高の価格をもって有効　
な見積をされた方を購入者とします。

市営住宅入居者募集

都市計画課（☎21-5154）

市有公用車の公売について

財政課（☎33-5629）

住宅名 建設年度
募集戸数 構造・設備 備　　考

随
時
受
付
住
宅

酔之尾東団地
（だいわ串木
野店近く）

昭和55年度
1戸

中耐　５階建
（1階）３ＤＫ
水洗トイレ

高齢者向住宅
単身入居
不可

新田住宅
（串木野西中
学校近く）

昭和48年度
1戸

簡耐　２階建
２ＤＫ
汲取り

単身入居可
（但し60歳
以上）

佐保井住宅
（Ａコープ大
里店近く）

昭和51年度
1戸

簡耐　２階建
３ＤＫ
汲取り

単身入居
不可

中組住宅
（川上小学校

近く）
昭和59年度
1戸

簡耐　２階建
３ＤＫ
水洗トイレ

単身入居
不可

串木野郷土史研究会例会

文化振興課（☎21-5113）

��



　市では、ｅＬＴＡＸを利用し、インターネットに
よる電子申告の受付ができます。
●ｅＬＴＡＸ（エルタックス）とは
　地方税の手続きをインターネットを利用して電子
的に行うシステムのことです。
●ｅＬＴＡＸの特徴
　・�窓口へ行く必要がなく、オフィスや自宅からイ
ンターネットで申告できます。

　・�ｅＬＴＡＸに参加している複数の地方公共団体
への申告がまとめてできます。

　・市販の税務・会計ソフトに対応しています。
　・�自動入力や自動計算など、申告書作成支援機能
があります。

●利用できる税目
　・個人市県民税（給与支払報告書等）
　・法人市民税
　・固定資産税（償却資産）

詳しくは市ホームページ
　（http://www.city.ichikikushikino.lg.jp）
またはｅＬＴＡＸホームページ
　（http://www.eltax.jp）をご覧ください。

　身体障害者手帳等の交付を受けていない65歳以上
の納税者本人、またはその控除対象配偶者や扶養親
族で、次の対象者については、福祉事務所長の認定
を受けることにより、所得税・住民税の障害者控除
または特別障害者控除を受けられる場合があります。
●対象者
　・�寝たきりの方、認知症の方、心身に障害のある
方等で、その障害の程度が障害者に準ずる方

　　�認定は、介護保険の要介護認定基準により判断
します。

※�12月28日（水）までに、福祉課または市来庁舎市
民課健康福祉係へ申請のうえ「障害者控除対象者
認定書」の交付を受けると、その年分の申告で障
害者控除を受けることができます。
※�現在、障害者控除対象者認定書をお持ちの方は、
介護度等に変更がなければそのまま使うことがで
きますので、申請する必要はありません。
※�状態により、受けられる控除額が異なります。詳
しくは担当課へお問い合わせください。

●認定の申請については
　・福祉課高齢障害係
　・市来庁舎市民課健康福祉係　☎21-5117
●税控除額等については
　・税務課市民税係

税務課（☎33-5616）

e ＬＴＡＸ（エルタックス：地方税
電子申告）をご利用ください

障害者控除対象者認定と税控除について

福祉課（☎33-5619）・税務課（☎33-5616）

��

地域安全ニュース
「毎月11日は、地域安全推進の日」

【みんなでつくろう　安全安心のまち】
自治振興課（☎33-5631）

全国地域安全運動・防犯キャンペーンの実施
　10月11日から10月20日までの間、全国地域安全運動が実施されました。
　12日と15日の両日、Ａコープ大里店およびプラッセだいわ串木野駅前店で関係各種団
体が一体となり、「子どもの犯罪被害防止・振り込め詐欺被害防止」等のチラシを配布し、
犯罪の未然防止を呼びかけました。
　また、19日には鹿児島相互信用金庫串木野支店において、強盗発生時などの対応や、
訓練を通じての役割分担など防犯意識を高めることを目的とし、「模擬強盗訓練」と「振り
込め詐欺」被害防止のキャンペーンを実施しました。訓練では、「クラックボール」を逃走
犯等に当てるなど、事件発生時の冷静な対応要領等について確認し合いました。

漁港や海岸で不審な船・車・人を見かけた時は110番
  不審な船　・�無灯火で、人目を避けるように入港してくる船　・沖合で、人や物を乗せかえたり、多くの

人の姿が見える船
  不審な車　・�港付近に、人目を避けるように駐車している車や県外ナンバーの車　・海岸付近で、沖合に

向け合図したり、人待ちしているような車
  不審な人　・�夜間人目を避けるように集団で下船する人　・行先地をメモ紙等で示して、バス等を利用す

る不審な外国人　・海近くで、カメラを所持し、海図を広げたりして徘徊している人
○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）☎33-0110



　日置地域農業用廃プラスチック類適正処理推進協
議会では、農業用廃プラスチック類（市来地域）及び
不用農薬の回収（串木野地域・市来地域）を行います。
　農業者の方は次の注意事項をしっかり守り、回収
にご協力ください。
●回収日時　12月８日（木）�13:30～16:00
●回収場所　さつま日置農協　北部営農センター
●処理経費　（廃プラ）：処理単価　30円 /㎏程度
　　　　　　※�農協口座で引落扱いとなります。
　　　　　　�（不用農薬）串木野地域・市来地域とも北

部営農センターで回収いたします。
　　　　　　・処理単価　300円 /㎏から
　　　　　　※全額自己負担で当日現金扱いです。
●持参するもの��印かん、現金（不用農薬の方）
●注意事項
・�３か所を同種類のビニールひもで結び、つづら折
りにしてください。
・�農薬の空ポリ容器については、キャップを取り除
き、中を十分洗浄して、容器とキャップは別々の
袋に入れて搬入してください。
・�運搬の際に「産業廃棄物運搬車両」の表示及び書面
の携帯が必要になります。

●問合せ��
　農政課農林係・産業経済課農林係�
　さつま日置農協市来支所経済課　☎36-2311

　ストーブの燃料などとして使用する灯油や草払機用
混合油等の危険物は、その取扱いや保管方法を誤ると、
火災や事故につながりますので、次のことに注意して
正しく取扱いましょう。

◆火気厳禁
　・�火気の近くでの灯油やガソリン
などの取扱い・保管は、絶対に
やめてください。

◆ストーブ給油（補給）時の注意
　・�油種（灯油であること）の確認
　（※ガソリン厳禁）
◆容器と油種に注意
　・�灯油ポリタンクにガソリンや混合油

を入れるとポリタンクが侵されて変
形し、中身が漏れることがあります。

　・�ガソリンや混合油を保管する場合
専用の金属缶で保管してください。

��・�灯油ポリタンクは、『推奨・認定
マーク』が付いているものを使
用してください。

●日　時　12月８日（木）�10:00～15:00
●場　所　市来庁舎１階会議室
●相談員　川内年金事務所職員
　　予約制による年金相談となっています。
　�　相談を希望される方は、11月28日（月）までに串
木野庁舎市民課または市来庁舎市民課まで申し込
みください。
　�　相談当日は、年金手帳または基礎年金番号通知
書及び身分を証明するもの（運転免許証、保険証、
パスポート等）を持参してください。
　�　代理の方が来られる時は、委任状および代理の
方の身分を証明するものが必要です。委任状は任
意の様式で構いません。

※�国民年金についてわからないこと、過去に厚生年
金・船員保険などに加入されていた方もご相談く
ださい。

　世界人権宣言が、昭和23年12月10日の第３回国連
総会において採択されたことを記念して、法務省と全
国人権擁護委員連合会は、毎年12月４日から10日ま
でを「人権週間」と定め、人権尊重思想の普及高揚のた
めの啓発活動を全国的に展開しています。
　人権問題でお悩みをお持ちの方は、近くの法務局ま
たは支局において人権相談をお受けしております。
　また、各市町村には、法務大臣が委嘱した人権擁護
委員がおり、地域に密着した存在として様々な人権に
関する相談に応じており、12月は次のとおり「特設人
権相談所」が開設されます。なお、当市では、次の方々
が人権擁護委員として活動しています。

【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

【近くの法務局相談窓口】
　鹿児島地方法務局人権擁護課　☎099-259-0684
　鹿児島地方法務局川内支局　　☎0996-22-2300

  特設人権相談所の開設
●開 設 日　12月５日（月）
●開設場所　・中央公民館（串木野地域）�
　　　　　　・市来高齢者福祉センター（市来地域�）
●開設時間　10:00～15:00
　家族間の問題、財産・相続等の問題、差別、いじめ
などの問題でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
　相談は無料で秘密は固く守られます。

｢ 第 �� 回人権週間 ｣と
「特設人権相談所開設」のお知らせ

串木野庁舎市民課（☎33-5611）・市来庁舎市民課（☎21-5114）

年金相談所を開設

串木野庁舎市民課（☎33-5612）・市来庁舎市民課（☎21-5114）

灯油等の取扱い、保管にご注意を！

消防本部（☎32-0119）

農業用廃プラスチック類（市来地域）及び
不用農薬の回収（串木野地域・市来地域）

農政課（☎33-5635）・産業経済課（☎21-5122）

��



　

　生活研究グループでは、地元の食材をふんだん

に使ったお正月料理教室を開催します。

　心を込めた手づくりのお料理で新年を迎えませ

んか？　

●日　　時　12月５日（月）９:30～（受付９:00～）

●場　　所　生福農業研修センター

●対 象 者　市内在住の方、先着20人

●受 講 料　無料（材料費のみ実費負担）

●内　　容　地域の食材を使って正月料理の実習

●持 参 品　エプロン・三角巾・材料費

●申込期間　11月24日（木）～12月１日（木）

●申 込 み  　生活研究グループ会長 松下☎32-1155

　　　　　　農政課農林係

　現在、「障害者福祉計画」の基礎資料とするため、

アンケート調査を実施しています。

　対象となられた方は、調査票に記載してある期

限までに回答のうえ、返送くださるようご理解・

ご協力をお願いします。

商工観光課（☎33-5638）

子どもを乗せたときの自転車事故、
走行時以外も気をつけて

  事例１
　母親が自転車の前席に子どもを乗せ、ヘル
メットをかぶせようとしたところ、自転車ごと
転倒し、子どもがすり傷を負った。
�（当事者：１歳　男児）
  事例２
　母親が子どもを自転車の前席に乗せ、駐輪場
で自転車の向きを変えようとしたときにハンド
ルを取られてしまい、自転車ごと転倒し子ども
が打撲した。�（当事者：２歳　女児）
  事例３
　子どもを自転車の後
席に乗せ、母親が乗ろ
うとした際、前輪が持
ち上がり、徐々に傾い
て転倒してしまった。
子どもは右側を下にし
て落ち、右ひじを骨折
した。
�（当事者：９歳　男児）

　ひとことアドバイス
・�自転車に幼児を乗せていた時の転倒・転落
事故は、走行中だけでなく乗せ降ろし時や
押し歩き時などにも発生しています。�
・�停止時や押し歩き時の自転車はもともと不
安定なものですが、特に幼児を乗せている
時はバランスを崩しやすく、また、重みで
持ち直しも難しくなります。�
・�乗せ降ろしの際は、ハンドルをまっすぐ前
に向け、自転車が傾いていないことを確認
してから、スタンドのロックをかけましょ
う。また、前輪の旋回抑制機構が付いてい
る場合は必ず使用するようにしましょう。�
・�後ろに取り付けた座席に幼児を乗せると、
重みで前輪が浮くなどしてバランスを崩す
恐れがあります。幼児座席を荷台に取り付
ける際には、極力、荷台の前方に取り付け
るようにしたほうが、より安定します。

子どもサポート情報
子どものまわりにある、さまざまな危険をお知らせする

第23号

　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 ｡

※ 詳しくは、市立図書館（☎33-5655）へお尋ねください。

1� 月の移動図書館車巡回日程

文化振興課（☎21-5113）・指定管理者㈱総合人材センター

コース 巡回日 コース 巡回日

１コース 11月29日（火） ９コース 12月16日（金）

２コース 11月30日（水）10コース 12月13日（火）

３コース 12月��1日（木）11コース 12月14日（水）

４コース 12月��2日（金）12コース 12月15日（木）

５コース 12月��8日（木）13コース 12月20日（火）

６コース 12月��7日（水）14コース 12月21日（水）

７コース 12月��9日（金）
15コース

12月22日（木）
川上小休み８コース 12月19日（月）

「障害者福祉計画」に係る
アンケート調査の実施について

福祉課（☎33-5619）

～伝えたい故郷の味～
お正月料理を作ろう！

農政課（☎33-5635）

��



 12月１日に選挙人名簿に登録する方の名簿を下

記により縦覧に供します。

●縦覧期間　12月３日（土）～12月７日（水）

●縦覧時間　８:30～17:00

●縦覧場所　選挙管理委員会事務局

　最近、船の燃油等の盗難が多発しておりますの

で、ご注意ください。

　

●日　時　12月17日（土） 14:00～

●場　所　中央公民館

●内　容　 紙芝居・大型絵本・パネルシアター・

エプロンシアター・ハンドベル・テナー

サックスの演奏・マジックショー　等

どなたでも参加できます。

　詳しくは、市立図書館（☎33-5655）へお尋ねく

ださい。

　

　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。

※１ 『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。（受付人員７人）　

※２ 『心の健康相談』（眠れない・気分が沈む・落

ち込む・食欲がない・自殺を考えるなどの相

談）を希望される方は、串木野健康増進セン

ター（☎33-3450）に予約してください。相談

時間は、50分程度です。（受付人員３人）

　その他の相談については、当日会場で受付します。

　また、お問い合わせについては社会福祉協議会

へどうぞ。

船の所有者の方へ　盗難にご注意ください

水産港湾課 ( ☎33-5637)

1� 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2日 9日 16日 22日
金 金 金 木

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

健康・介護相談 − ○ − − 看 護 師

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

※１
法 律 相 談 − ○ − − 弁 護 士

※２
心の健康相談 − − ○ − 臨床心理士

市来高齢者
福祉センター

10：00

～

12：00

生活・福祉相談

6日 13日 20日 －

心 配ごと
相 談 員

火 火 火 －

○ ○ ○ －

お　く　や　み（10 月届出分）

（届出人が同意された方を掲載してあります） 
※ 社会福祉協議会へ香典返しにかえて寄付をいただきまし

た方々につきましては、「いちき串木野市社協だより」
に掲載します。

故　人 年齢 住 所 ま た
は 公 民 館 喪主または届出人

久木野　久　長 80 久木野 久木野　ナルミ

濵　田　昌　子 76 麓 濵　田　勝　哉

川　田　正　吉 81 松 尾 川　田　ミ　ツ

久　保　ふみ子 95 天神町 久　保　敏　雄

平　地　トミ子 86 桜 町 平　地　範　好

立　石　ミチ子 85 白 浜 福　永　勝　文

南　新　キクヱ 91 西浜町 南　新　雅　昭

山　﨑　住　子 97 別 府 山　﨑　典　男

中　原　ツキヱ 89 潟小路 中　原　政　信

小　玉　政　弘 69 恵比須町 小　玉　エミ子

早　﨑　貞　志 85 中尾町 早　﨑　チ　リ

土　谷　弘　子 67 別 府 土　谷　　　勝

大　迫　ミツ子 85 舟川前 大　迫　哲　朗

川　口　秀　吉 89 松 尾 川　口　文　則

瀬戸口　ヨリ子 82 大原南 大　迫　泰　子

田　中　ノリ子 64 中 組 田　中　俊　二

原　園　忠　志 72 島平上 原　園　美代子

福　屋　ツ　子 97 平佐原 福　屋　　　優

前　田　ハルヱ 95 中ノ平前 前　田　幸　男

藤　山　サチ子 81 袴 田 藤　山　智　明

永　 　　　登 89 市 口 永　 　ミ　キ

　手　　　 92 大河内 蓑　手　達　郎

川　﨑　　　勇 81 駅 前 川　﨑　勝　子

坂　中　國　雄 77 照 島 坂　中　郁　枝

寺　田　豊　志 89 新生町 寺　田　シヅエ

上　野　シ　ヅ 95 新 潟 上　野　榮二郎

大　迫　ヨ　子 82 舟川後 大　迫　末　春

選挙人名簿登録者の名簿の縦覧

選挙管理委員会（☎21-5125）

クリスマススペシャルおはなし会

文化振興課（☎21-5113）・指定管理者㈱総合人材センター

��



かわいい天使たち

「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

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。）

大里　乙
いつ

稀
き

くん
（中尾町）

元気に産まれてきてくれて
ありがとう。

父：剛さん・母：美津子さん

杉元　恭
きょうすけ

輔くん
（石川山）

産まれてきてくれて有難う
姉兄と仲良くネ☆

父：俊輔さん・母：由佳さん

原口　まりなちゃん
（春日町）

いつも笑顔をありがとう
毎日が幸せです♡

父：直博さん・母：槙さん

中木屋　侑
たすく

玖くん
（曙町）

ラナお姉ちゃんと仲よく
元気に育ってね♡

父：良明さん・母：晴香さん

吉永　麗
れ

央
お

くん
（八房）

夢はオーガスタ
You can do it!!

父：光範さん・母：美幸さん

山　煌
こう

希
き

くん
（市口）

明るく元気な子に
育ってくださいね

父：一孝さん・母：紋子さん

徳永　朱
あか

里
り

ちゃん
（芹ヶ野）

やっと会えましたネ！
父：快玄さん・母：明美さん

上原　諒
りょうた

大くん
（日ノ出町）

お姉ちゃんと仲良く
元気に大きくなってね。
父：大輔さん・母：香織さん

橋本　ことみちゃん
（駅前）

元気に育ってね。
父：徳ニさん・母：ひとみさん

福　清
きよ

史
し

円
まる

くん
（曙町）

元気に生まれてきてくれて
ありがとう♡

父：享一さん・母：奈々さん

時田　珠
み

乃
の

ちゃん
（春日町）

あなたは元気の源です。
ほんのこて もじょか〜♡
父：智之さん・母：由香理さん

野崎　心
み

陽
ひろ

くん
（中組）

スクスク元気に成長してね
父：和幸さん・母：知美さん

真栄田　結
ゆ

衣
い

ちゃん
（昭和通）

こうちゃんと待ってたよ。
仲良く遊ぼうね！

父：浩さん・母：真由美さん

平屋　龍
りょうま

馬くん
（ウッドタウン）

お姉ちゃん達と仲良く
大きくなーれ♡♡

父：勇樹さん・母：真由美さん

南竹　鍬
あい

樹
き

くん
（薩摩山）

人の痛みが分かる器の大きな
人間になれ

父：浩樹さん・母：利奈さん

子どもの名前 保護者 住�所

山下　愛
ま な

心 俊　治 塩屋町

��

（８・９月届出分）


