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今月号の主な内容
● 総合体育館完成　P.２～P.３
● 選挙特報　P.４～P.５
● 地かえて祭り開催　P.６
● いきいきタクシーをご利用ください　P.10～P.11
● 特認校制度による児童募集のお知らせ　P.14～P.15
● 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

「味平かぼちゃ」スイーツファンタジー

　地元の農家の方々が丹精込めて作った「味平かぼちゃ」を材料
に開発された、上品な甘さがたまらないスイーツ達。これらのス
イーツは市内３つの菓子店で製造販売されるほか、10 月 26 日
と 27 日に開催される「地かえて祭り」会場でも一部販売されます。
　地産地消の極上スイーツを是非お試しください。
問合せ　菓子処 菊屋　　　　☎ 32-3068
　　　　かみその菓子舗 　　☎ 32-2207
　　　　モン・シェリー松下 ☎ 36-3888



総合体育館オープン

施 設 紹 介

利 用 料 金

　10月 20日総合体育館がオープンしました。
　完成した総合体育館は、バレーボールやバドミン
トンができるアリーナだけでなく、トレーニングルー
ムや会議室などを備え、市民が気軽に利用できるほ
か、プロや実業団の試合も開催できる施設となって
いて、今後迫力ある試合を見られたり、合宿会場と
しての利用が期待され、市のスポーツ振興や競技力
の向上、経済効果が期待されます。

構造：鉄筋コンクリート２階建
　延床面積：5,824㎡　駐車場　約 290台

◀広いアリーナ
約6４ｍ ×37ｍ で バ レ ー
ボールなら４面、バスケッ
トボールなら３面、バドミ
ントンなら1４面、剣道な
ら８面可能です。

◀ 会議室や談話室も大小４部屋あ
ります。

◀ 大型スクリーン
　 ２階観客席の上にあり縦2.6ｍ×横４.5ｍ

もあります。試合の結果や市の情報などス
クリーンを通して情報提供できます。

▼多目的スペース
　壁には巨大な鏡があります。

▲車いす観覧スペース
　（全20席）

▲ランニングロード
　 ２階にあり、1周約200ｍ

あります。

【専用利用：アリーナ全面】（1 団体あたり）
大人 高校生以下

入場料を
徴収しな
い場合　

アマチュアスポーツ使用
1 時間

800 円 ４00 円
文化的催事利用 1,600 円 800 円
その他 3,200 円 1,600 円

【一部使用】（1 団体あたり）
大人 高校生以下

バスケットボール 1 面（1/3 面）

1 時間

350 円 170 円
バレーボール 1 面（1/４ 面） 300 円 150 円
バドミントン 1 面 100 円 50 円
卓球 1 面 100 円 50 円

【一部使用】（1 人あたり）
大人 高校生以下

ランニングロード 1　回 100 円 50 円
トレーニングルーム 1 時間 100 円 50 円
シャワー施設

（更衣室利用は無料） 1　回 50 円 30 円

※ 体育館利用申請については 10 月 22 日（火）より総合
体育館にて受付を開始します。

　 　10 月 31 日（木）までは、10 ～ 11 月利用分の受
け付けとなります。

　 　詳しい料金表や受付については、市民スポーツ課（☎
21－5129）までにお問い合わせください。

2



便利な総合運動公園が完成

見逃せない！開館記念イベント　（11 月開催分）

　総合体育館の完成により、すでに整備されている多目的グラウンドやテニスコート、パークゴルフ場とあ
わせて、市の総合運動公園が完成しました。
　市民の健康維持やレクリエーション、スポーツ少年団の活動や試合など、すでに多くの方にご利用いただ
いていますが、体育館の完成により、より魅力ある総合運動公園となりました。
　串木野インターからわずかに車で２分のいちき串木野総合運動公園。今後ともぜひご利用ください。

❸多目的グラウンド❼テニスコート

供用開始 施　　　　設
H1４年10月 多目的グラウンド
H19年 3月 多目的グラウンド観覧スタンド
H20年 ４月 パークゴルフ場
H2４年 ４月 テニスコート
H25年10月 総合体育館

問合せ　市民スポーツ課　☎ 21-5129

11月16日（土）
WJBL（日本女子バスケットボール協会）公式戦

「JX-ENEOSサンフラワーズ」
　　　　　　　対「三菱電機コアラーズ」
○1４：00試合開始（12：４5開場予定）
○入場料金　小学生以下　　1,000円
　（前売り）　中高校生　　　1,500円
　　　　　　一般・大学　　1,800円
　　　　　　　　　　　※当日は200円増
○問 合 せ　鹿児島県バスケットボール協会
　　　　　　☎099-295-3606

11月23日（土・祝）
県小学生バレーボール男女優勝大会
11月30日（土）
バレーボールフェスタ（招待高校バレーボール）
　　　　　　　　　　（クリニック） 9:00　～
　　　　　　　　　　（招待試合）　1４:00　～
○内　容　　

（クリニック）小中学生を対象としたクリニックを開催
（招待試合）「鹿児島女子高等学校」
　　　　　　　　　対「熊本信愛女学院高等学校」
○入場料　無料

　当日11:00頃から市内中学校バスケット
ボール対抗戦も開催します。（入場無料）是
非お越しください。

お願い
総合体育館は土足禁止となっております。お越しの際
は体育館シューズやスリッパ等を持参ください。

❽総合体育館

❾パークゴルフ場
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選挙特報
いちき串木野市長選挙・いちき串木野市議会議員選挙

の投票日は11月10日（日）
投票時間　７：００～18：００（旧土川小学校は17:00まで）

市の代表を選ぶ大切な選挙です。
大切なあなたの一票、棄権をせず投票しましょう。

～生かそう一票 わたしが主役～

◎投票所入場券
　入場券は10月28日以降に発送します。

◎期日前投票
　 　投票日当日に仕事や用務、病気や出産などの理由で投票所に行けない方は、事前に期日前投票を

することができます。
　　●期　間　11月４日（月）～11月９日（土）（土・祝もできます）
　　●時　間　８：30～20：00
　　●場　所　中央公民館１階（図書館前ロビー）
　　　　　　　市来庁舎１階会議室
　　　※�　平成５年11月６日～11月11日生まれの方は、不在者投票で行う場合がありますので、詳

しいことは選挙管理委員会へおたずねください。
　　　※�　送付されてくる入場券の裏面は「期日前投票宣誓書」になっています。期日前投票に行か

れる際は、入場券裏面の宣誓書に必要事項を記入して投票所へご持参ください。
◎不在者投票
　〇�　指定の病院、老人ホーム、その他の施設に入院、入所中の方は、施設内で投票ができます。院
長や施設の管理者に申し出てください。

　〇　重度の身体障害者は、自宅で投票ができます。
　　�　なお、自宅での不在者投票は、郵便等投票証明書の交付を受けた方に限られます。申請期限
は、11月６日までとなっています。詳しくは、選挙管理委員会へお尋ねください。

　〇�　船員の不在者投票は、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている方が、その証明書と船員手帳
を提示すると指定された入港地の選挙管理委員会で船員用の不在者投票用紙の交付を受けて投票
することができます。

　１枚のハガキに最大３名分連記してありますので、自分のところを切り離して投票所へ持参してく
ださい。
　入場券が届かない方や無くされた方は、選挙管理委員会へ連絡するか、当日、投票所でその旨を申
し出ると投票できます。
　なお、入場券が配達されるまでの間は、期日前投票は入場券がなくても投票できます。
　また、10月26日以降に市内転居される方は、転居前の投票所で投票することになります。

➡ ➡

この部分が３名
分の入場券に
なっています。
裏面は「期日前
投票宣誓書」に
なっています。

（ハガキ）

矢印方向にはがすと３枚分に広がります。
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◎字が書けない方は代理投票
　�　ケガなどで字の書けない方は、投票所に行って、投票管理者にその旨を申し出ると投票事務従事
者が代わって記載いたします。

◎問合せ　選挙管理委員会事務局（☎21-5125）

◎投票所
投票区 投票所 投票区の区域

１ 串木野小学校体育館 袴田・日出町・浜ヶ城・薩摩山・三井・※大原南・※大原町・※高見町・
※曙町　（※は国道より東側に居住している方）

２ 羽島中学校体育館 羽島小学校区全地区
３ 生冠中学校体育館 生福小学校区全地区
４ 旭交流センター 旭小学校区全地区
５ 荒川交流センター 荒川小学校区全地区
６ 照島小学校体育館 海瀬・八房・別府・酔之尾・酔之尾東・ひばりが丘
７ 旧土川小学校 旧土川小学校区全地区
８ 冠岳小学校体育館 冠岳小学校区全地区

９ 本浦交流センター 岳釜・新潟・木屋・港町・本浦東・西浜町・浦和町・新生町・小瀬・
御倉町・文京町

10 串木野西中学校体育館 野元・平江・深田下

11 春日町公民館 春日町・旭町・元町・栄町・浜町・市口・汐見町・東塩田町 ･桜町・曙町（国
道より西側に居住している方）

12 勤労青少年ホーム 大薗・小薗・河内・浅山・麓

13 市民文化センターロビー 昭和通 ･中尾町・緑町・恵比須町・塩屋町・※大原南・※大原町・※
高見町　（※は国道より西側に居住している方）

14 照島交流センター 島平上・照島下・須賀・屋敷・石川山・田中中村・崎下手

15 市来地域公民館 平佐原・駅前・恵比須・橋ノ口・平向・潟小路・迫・安茶・牛ノ江・外戸・
観音ケ迫・天神町・祇園町・土橋町・栄町・日ノ出町

16 川南交流センター 松山・払山・松原・崎野・戸崎・堀・平ノ木場・中原・松寿園・吹上
園

17 川北交流センター 島内・宇都・門前・迫田前・木場迫・中福良・寺迫・下手中・佐保井・
陣ケ迫・池ノ原

18 川上交流センター 中組・内門・木場・平木場・舟川前・舟川後・久福・松比良・中ノ平前・
中ノ平後

〇選挙人名簿登録の縦覧
　新たに有権者となる方を選挙人名簿に登録します。
　　○今回登録される方
　　　⑴�　平成５年９月３日から平成５年 11 月 11 日までに生

まれた方で、平成 25 年８月２日以前から本市に住所が
あり、引き続き住民基本台帳に記録されている方

　　　⑵�　平成５年 11月 11 日までに生まれた方で、平成 25年
８月２日までにいちき串木野市に転入届をし、引き続き
住民基本台帳に記録されている方

　　○縦覧場所　　選挙管理委員会事務局（市来庁舎１階）
　　○縦覧日時及び異議申出日時　11月３日　８：30 ～ 17：00

◎選挙権のある方
　�　次の要件を満たす方で、選挙人
名簿に登録されている方。（選挙人
名簿に登録されていないと投票は
できません）
　○年齢要件　�平成５年 11 月 11 日

までに生まれた方
　○住所要件　�平成 25 年８月２日

までに転入届をした
方
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市内商工業、農林業、水産業等の各業界が一体となった、本市最大の産業祭が開催されます。ご来場ください！
○日　時　10月26日(土)　9：00～21：00　　10月27日(日)　9：00～17：00
○場　所　串木野新港隣接会場
○内　容
　　 物産展　　両日　　　地元特産品等展示販売 9：00～
　　 ステージ

　　 イベント

　　 ふるさとに夢をのせて
　　　両日　小中学生俳句作品展示9：00～17：00
　　 健康ふれあい祭り
　　　両日　健康相談他 9：00～ 17：00
　　 科学実験ショー＆工作教室 （各 30分）
　　　両日　科学実験ショー 10：30～、13：30～　工作教室 11：30～、15：00～
　　 同時開催

※ゴミの持ち帰り・マイ箸・マイバッグ運動にご協力ください。
※�串木野駅と会場を結ぶ送迎バスを、1時間おき (8:30 串木野駅発 )に無料運行 (臨時バス停設置 )します。
「地かえて」って？
　�中国の孟子の言葉の「地易皆然 (ちをかうればみなしかり )」を引用し、「互いに地位・境遇を異にすることから、行う所が違うので
あるが、その立場をとりかえれば、皆行う所は同一になる」という意味で、すなわち、本市の商工業、農林業、水産業が一致団結し
てこの祭りを進めることにより、地場産品の開発宣伝や販路拡大、観光誘致の推進などにより、本市の産業振興を促進し、産業経済
の活性化を図ることを意味しています。

○お問合せ　いちき串木野づくし産業まつり実行委員会事務局 ( 水産商工観光課内 ) ☎３２－３１１１

いちき串木野づくし
産業まつり

10/26(土）27日（日）開催！

薩摩剣士隼人ショー薩摩剣士隼人ショー

26日㈯
ビューティーメーカー
お笑いライブ
18：00～
Seven　Colors
19：00～
ミサンガ
19：30～
若松沙奈枝
20：30～

27日㈰
ミサンガ
9：25～
ジミー入枝
12：00～
福井　静
15：15～

10：00～11：00
16：00～17：00

地元郷土芸能
26日　11：30～ 11：45　旭小学校金山石当節
27日　11：00～ 11：15　芹ヶ野虚無僧踊り
　　　11：15～ 11：30　串木野さのさ踊り保存会
　　　11：30～ 11：40　さのさ太鼓振興会
　　　15：45～ 16：00　荒川太鼓

いちき串木野
スペシャルライブ

いちき串木野
スペシャルライブ

いちき串木野
スペシャルライブ 27㈰

日27㈰
日26㈯

日 27㈰
日26㈯

日27㈰
日26㈯

日

薩摩剣士隼人ショー
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26 日 ( 土 )
羽島ちびっ子マーチング ９：15～ 表彰式 12：30～
あいさつ ９：30～ TUNA引き大会 13：00～
セーラースターズチアリーディング 10：30～ 赤ちゃんハイハイレース 14：00～
水咲えり歌謡ショー 11：00～ ダンス王決定戦 15：30～ 17：10観光大使任命式 12：15～
27 日 ( 日 )
観光大使任命式 12：30～ いちき串木野検定 13：30～
TUNA引き大会 12：40～ 赤ちゃんハイハイレース 14：00～ 15：05

水産イベント 農産イベント 商工イベント
・まぐろミニ展示館
・海上保安展示館

両日
　9：00～17：00 ・�味平かぼちゃスイ

ーツファンタジー
・どでかぼちゃ展示
・木工品作成コーナー

両日
　9：00～17：00

つけあげフェステ
ィバル

両日　10：00～
(無くなり次第終了 )

魚のつかみ取り
両日　
　受付　10：00～
　開始　13：00

串木野かまぼこペ
インティング ( 各
1時間 )

両日
　10：30～
　14：30～

マグロ重量当てク
イズ

両日
　9：00～14：00

牛肉の試食
( 各時間無くなり
次第終了 )

26 日 ( 土 )
　10：00・13：00・　
　15：00
27 日 ( 日 )
　9：30・11：00・
　13：00・14：30

リヤカー隊 両日
　9：00～17：00

マグロ買いたい
(解体 ) ショー

両日　
　14：30～15：30

屋台村 26日(土)
　18：30～21：00魚のさばき方教室

両日
　10：00～12：00
　13：00～15：00

「愛の献血」

26㈯
日
9：00～11：30
12：30～16：00まで受付

「愛の献血」
クリーンエネルギー自動車 (CEV)を試乗体験！！
(自動車運転免許証をご持参下さい。)

9：00～ 17：00

触れて！見て！乗って！
みんなで楽しもう！
触れて！見て！乗って！
みんなで楽しもう！27㈰

日26㈯
日

クリーンエネルギー
自動車試乗・
展示会

「愛の献血」

26 日 ( 土 ) 27 日 ( 日 )
JR 九州ウォーキング
神村学園前駅 ( 受付 8：30 ～ 11：00) ～照島公園他
～地かえて祭りゴール (15：00まで )
くしきの花火大会【約１万発】　19：00～ 20：00

いちき串木野オールドカーフェスティバル
10：00～ 14：00

26日 ( 土 )�27 日 ( 日 )
濵田酒造「新酒祭り」



　県内12地区から各地自慢のご当地グルメがいちき串木野市に集結!!
　本市からは、「串木野まぐろラーメン」、「まぐろ舵取り丼」、「三大カツポンカレー」がエントリー。
　昨年の覇者「枕崎鰹船人めしＳＰ（川辺地区）」のほか、「黒豚わっぜぇか丼（鹿児島地区）」などのメジャー
なものから、新しく「黒毛和牛たけのこ丼（川薩地区）」や「プリモコ豚

トン
（肝属地区）」など各地を代表する

ご当地グルメがエントリーします。
※ 全グルメ500円です。販売方法はすべて食事券制となっていますので、当日は食事券売場で食事券を購入

の上、各出展ブースへお並びください!

鹿児島地区　鹿児島市
黒豚わっぜぇか丼

指宿地区　指宿市
いぶスキ焼丼

川辺地区　枕崎市
枕崎鰹船人めしＳＰ

日置地区　いちき串木野市
串木野まぐろラーメン

川薩地区　さつま町
黒毛和牛たけのこ丼

出水地区　阿久根市
あくね炙りさばめし

伊佐地区　伊佐市
イーサキングの丼

姶良地区　姶良市
あいらアゴ肉丼

曽於地区　志布志市
志布志黒豚三昧丼

肝属地区　鹿屋市
プリモコ豚（トン）

熊毛地区　南種子町
インギー地どり炙り丼

大島地区　瀬戸内町
クロマグロあまみ極丼

開催地　いちき串木野市
まぐろ舵取り丼

開催地　いちき串木野市
三大カツポンカレー

開催日時：１０月２６日（土）・２７日（日） 両日とも１０：００～１６：００
開催場所：串木野新港隣接会場（地かえて祭り会場内）

【出 展 グ ル メ】 ※写真はすべてイメージです

10/26(土）27日（日）開催！

2013
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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」

　最近、県内で発生している振り込め詐欺等の主な犯行手口です。
　○　振り込め類似詐欺・・・・・金融商品等取引名目、ギャンブル必勝情報提供
　○　オレオレ詐欺・・・・・・・妊娠中絶費用名目
　○　融資保証金詐欺・・・・・・融資の前に保証金費用
　○　還付金等詐欺・・・・・・・ＡＴＭ操作による医療費還付名目

あなたを狙う犯行手口はこれだ ！！

【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）１０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

　平成25年度全国地域安全運動モデルポスター・標語の部において、神村学園初等部・市来農芸高
校の児童・生徒の皆さんが受賞されました。
　また、９月６日標語の部で入賞された市来農芸高校の生徒の皆さんに、いちき串木野警察署長が
警察本部長表彰の伝達を行いました。

（モデルポスターの部）
神村学園初等部
○金賞 １名　○銀賞 １名　○銅賞 ３名

（標語の部）
市来農芸高校
○金賞 １名　○銀賞 １名　○銅賞 １名　○入選 ２名

受　賞
おめでとう
ございます

日本の黎明を築いた薩摩藩英国留学生 № 17
政策課（☎ 33－5628）

－ロンドン滞在記（フォトグラフィー）－
　「1865 年 7月 29 日雨、11 時から 8人を連れブァーフ先生の案内でフォトグラフィーを
取りに行き夜７時過ぎに帰宅した」（「畠山義成洋行日記」参考）
　畠山の日記を参考にすると、薩摩藩英国留学生の紹介としてよく使われる下の写真は、こ
の時に撮影されたものと推測されます。写真には、視察員的役割であった新納、五代、堀の
３人の姿はありません。おそらく、産業視察や武器等の買付け等の用務に奔走していたもの
と思われます。
　留学生の殆どが初めての写真撮影だったにも関わらず、写真には数か月前までの袴に刀、
まげ姿という侍の面影は無く、それぞれが背広姿でポーズを決め、面立ちからは藩からの使
命を全うしようとする決意を感じることができます。

後列左から　高見弥一、村橋久成、東郷愛之進、名越時成
前列左から　畠山義成、森有礼、松村淳蔵、中村博愛

（鹿児島県立図書館蔵）

後列左から 朝倉盛明、町田申四郎、鮫島尚信、寺島宗則、吉田清成
前列左から　町田清蔵、町田久成、長沢鼎
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～「いきいきタクシー」をご利用ください～

いきいきタクシー　大人 300 円
　市来地域には「いきいきタクシー」が走っています。いきいきタクシーは、（郊外
地区（※）に居住する方の）ご自宅前と市来地域市街地との間を予約に応じて、１日２
往復する便利な乗り物です。１回 300 円でどなたでもお気軽にご利用できます！

郊外地区（※）に住むＡさんが「いきいきタクシー」を利用すると、
こんな感じのやりとりになります・・・

※「郊外地区」は右ページの表１「乗降場所」の中でご確認ください

Ａさん

Ａさん

Ａさん

Ａさん

Ａさん

いきいきタクシー

いきいきタクシー

いきいきタクシー

いきいきタクシー

いきいきタクシー

　どら、明日は病院へ行く日じゃったね。いきいきタク
シーの予約をせんなら。いきいきタクシーの予約専用番
号は 32-8010 じゃったね。（Ａさんは 32-8010 へ電話し
ました。）

「はい、第一交通です。」（第一交通は、いきいきタクシー
運行委託業者です）

「●●のＡですが、明日、市来中前（Ａコープ前）まで
行きたいから、第１便のいきいきタクシーに迎えにきて
ほしかじゃっどん。」

「わかりました。明日お迎えにあがります。ご自宅でお
待ちください。」

おっ、いきいきタクシーがきやったな。
自宅前まで来てくれるからホントに楽やっどなー

「おはようございます。帰りの便はどうされますか？」

「11 時 30 分頃と午後２時頃の２便があります。」

「午前中で用事は済むから、11 時 30 分の便で帰ろかい
な。帰りは温泉センター前の停留所から帰っで。」

「了解しました。」

「おっ、今日は○○さんも一緒な。そらよかなぁ。
　帰りはいつもなら、嫁が迎えにきてくれるか
ら、必要なかどん、今日はいきいきタクシーで
帰ろうかね。何時があっけな？」

次の日の朝

Ａさんは、市街地で用事を済ませ、温泉センターの停留所に迎えに来た「いきいきタ
クシー」で自宅まで帰りました。

　いきいきタクシーは事前予約
が必要です。予約後キャンセル
もできます。キャンセル料はい
りません。お気軽にご予約くだ
さい。

　帰りの便の予約は行きの車内
でもできます。

　いきいきタクシーは時間にな
ると迎えにきます。
　自宅前と市街地に 16箇所あ
る停留所で乗降できるので、と
ても便利です。

　いきいきタクシーは乗合タク
シーなので、他の方と一緒にな
る場合があります。もちろんお
一人だけの予約でも必ず運行し
ます。

　市街地ではいきいきタクシー
用の停留所が16箇所あります。
予約をした停留所でお待ちくだ
さい。

　帰宅の便は２便で、市街地に
16 箇所ある停留所から乗車し
ます。これも予約が必要です。

　予約時は、①お名前②乗車区
間③乗る便を伝えます。事前に
利用者登録をしておくと、なお
便利です。
　登録は第一交通、タクシーの
中でもできます。
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　予約や利用の仕方が分からない場合は、お気軽にお尋ねください。
　また、公民館やその他の集まりなどにも説明にお伺いします。是非、声をおかけください。

●運行日

●予約できる時間

●乗降場所（表１）

●運賃

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 箇所）間を運行
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 箇所）間を運行

※【郊外地区】【市街地の乗降場所】は下の表でご確認ください。
※市街地内の移動、郊外内の移動はできません。

路線 郊外地区 対象公民館（行政区域）

川
上
線

湊地区 平向（線路より東側）・迫・
安茶・牛ノ江・外戸

の自宅前

川上地区
中組・内門・木場・平木
場・舟川前・舟川後・久福・
松比良・中ノ平前・中ノ
平後

串木野地域 海瀬

大
里
線

川南地区
松山・払山・松原・崎野・
戸崎・堀・平ノ木場・中
原

川北地区

佐保井（市道佐保井線沿
線のみ）島内・宇都・門前・
迫田前・木場迫・中福良・
寺迫・下手中・陣ヶ迫・
池ノ原

市来地域
【市街地の乗降場所】
①市来駅
②前田歯科
③市来中前（A コープ）
④市来小前
⑤鹿児島銀行市来支店
⑥ 市来農芸高校前（橋

口整骨院前）
⑦ 市来農芸高校前（ファ

ミリーマート前）
⑧市来郵便局
⑨ 鹿児島信用金庫市来

出張所
⑩いちきアクアホール
⑪温泉センター前
⑫市来えびす市場
⑬市来庁舎
⑭ 市来国民宿舎前（3

号線）
⑮八房橋（ローソン前）
⑯市来神社

予
約
に
応
じ
て
運
行

　・【郊外地区】では、原則、自宅前で乗降となります。
　・市街地ではあらかじめ決められた乗降場所で乗降します。
　・ご利用には予約が必要です。
　・予約がお一人だけでも運行します。他の方を集めていただく必要はありません。

　・大人 300 円
　・小学生以下は半額
　・ 障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手

帳の提示者は半額
　・１歳未満は無料
　・ 大人１名につき、小学生未満１歳以上の子ども

１名は無料

お問い合わせ
◎水産商工観光課　商工係
　☎ 33-5638（直通）
◎第一交通（株）
　☎ 32-8010
　（いきいきタクシー予約専用電話）

行き先 便名 出発時間 予約時間
市街地 １便 ８：00 ～ ８：15 前日夜８時まで
行　き ２便 ９：30 ～ ９：４5 当日８時 30 分まで
郊　外 ３便 11：30 ～ 11：４5 当日 10 時 30 分まで
行　き ４便 1４：00 ～ 1４：15 当日午後１時まで

※第３便・４便の予約は市街地行きの車内でも予約できます。
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 羽島 松尾団地
好評分譲中
　販売区画数1区画
　１区画当り価格　　337.6万円
　１区画当り面積
　　　 82.84坪（坪4.1万円）

●お問い合わせ　いちき串木野市土地開発公社☎33－5629

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

173万円が補助されます。
　・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33万円

N

羽島郵便局

羽島駐在所

れいめい
ふれあい
公園

羽島車庫バス停

羽島交流センター
市役所羽島出張所

羽島市街地
羽島中

県
　道

羽島小

羽島漁港

羽
島
崎
神
社

萬
造
寺
斉
文
学
碑

薩摩藩英国留学生渡欧の碑 海

至 串木野
市街地

矢倉団地

松 尾 団 地 位 置 図

松尾団地

　秋が旬のキノコ類は、低カロリーで、食物繊維
やカリウムなどを多く含み、高血圧や便秘の予防
に効果があります。
　大根と一緒に、ゆずこしょうの風味でさっぱり
といただける低カロリーな１品をご紹介します。

※�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

≪きのこのおろしポン酢ゆずこしょう風味≫
（材料４人分）
　�生しいたけ…80ｇ　　しめじ…１パック
　えのきたけ…１袋　　酒…小さじ４
　大根…200ｇ　　かいわれ菜…１/２パック
　　（ポン酢しょうゆ　大さじ６　　ゆずこしょう　小さじ１）
（作り方）
　①　しいたけは石づきを切り落とし、４等分に切る。
　②　しめじとえのきたけも石づきを切り落とし、小房に分ける。
　③　大根はすりおろして、ざるにあげ、軽く水気をきる。
　④　かいわれ菜は根元を切り落とし、３等分に切る。
　⑤　ポン酢しょうゆとゆずこしょうを混ぜ合わせる。
　⑥�　フライパンに、しいたけ、しめじ、えのきたけ、酒を入れ、中火で焼き色がつくまで炒
める。

　⑦　器に⑥を盛って、大根おろしをのせ、⑤をかけ、かいわれ菜を散らす。

サンゴーマル

串木野健康増進センター（☎33‐3450）

・所在地 いちき串木野市羽島字松尾 3699 番 21
・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 羽島簡易水道（宅地内へ引込み済み、権利金は個人

負担）
・交通 いわさきバスネットワーク羽島松尾バス停まで徒歩

約３分
・公共施設 いちき串木野市役所　羽島出張所まで約 1.0㎞ 

羽島小学校・羽島中学校まで約 700 ｍ

②済 済

済済済

済

Ｎ
市　道

市

　道

農免道路←至 平身 至 白浜→
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　①　添付のしょうゆやソース、たれは控えめに使いましょう。
　②　メニュー等に記載されている栄養成分表示を参考にしましょう。
　③ 　カップみそ汁などは、家庭で作るより食塩量が多くなりがちなので、
　　汁はなるべく残す努力をしましょう。
　④ 　野菜の多いメニューを選ぶ、サラダ、野菜料理の小鉢をプラスするなど

して野菜をしっかり食べましょう。

※�鹿児島県が減塩レシピ集を作成しています。県のホームページ
をご覧ください。

☆�脳卒中や腎疾患などの原因にもなる高血圧を予防するための食生活のポイント
をご紹介します

ポイント１ 　「食塩」を今より１日２グラム減らしましょう
　①　みそ汁は１日１回具たくさんで（みそ汁１杯に約1.5ｇ～ 1.8ｇの食塩が含まれます）
　　　汁ものの具を多くすると汁の分量が減り、食塩量も減ります。

　②　めん類のスープは飲まない習慣を
　　　めん類のスープ200ml中に約３ｇの
　　　食塩が含まれます。
　　　スープは残す習慣を身につけること
　　　が大切です。

　③　つけものは、即席づけで酢の利用を
　　　�たくあん漬け２切れ（20ｇ）に食塩0.9ｇが含まれます。つけものは即席漬けにした

り、お浸しも酢やだし汁を活用すると食塩量が少なくなります。

ポイント 2 　野菜をたっぷり食べましょう（１日350ｇ） 　
　�　野菜に豊富なカリウムは、体内の余分なナトリウムを体外へ排出することを促進し、
　血圧上昇を抑制する効果があります。
　　１日350ｇ（１皿70ｇ×５皿）を目標に、毎食、野菜料理を食べましょう。

地域で健康なまちづくりをすすめましょう（高血圧予防食生活編）
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�

惣菜や外食選びのコツ

望ましい食塩濃度（0.8 パーセント）の味噌汁の作り方
１人分　�だし汁 150㏄
　　　　�
　　　　�みそ　小さじ２（12 ｇ）
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特認校制度による児童募集のお知らせ
学校教育課（☎21‐5127）

１．名称　「小規模校入学特別認可制度」と言います。

２．特認校制度の趣旨と目的
　 　山間部や沿岸の恵まれた自然環境の中にある小規模校の特性を生かして、個に応じた体力作りや学ぶ楽

しさを体験させ、思いやりの心に満ちた子どもを培いたいと希望する保護者・児童に一定の条件のもと、
通学区域を越えて入学・転学を認め、地域や学校の活性化を図ろうとするものです。

３．入学・転学の条件
　（１）期間…………………１年間の通年通学に限ります
　（２）対象学年……………小学１年生～６年生
　（３）申込み……………… 制度の趣旨に沿ったものであるか、入学が適当であるか判断しますので、特認校

を通じて市教育委員会学校教育課へ申し込みます。
　　　　　　　　　　　　　　（新規申込者については面談を行います）
　（４）入学・転学の制限及び許可の取り消し
　　ア ．新規申込の場合、特認校への入学・転学を許可することにより、現住所地の通学区域の学校において、

対象学年が学級減になる恐れがある時は、入学・転学を許可しない場合があります。
　　イ ．申込者が申し込みの事実と異なり、趣旨・目的に合わない事由が生じ、支障があると認められる時は、

入学・転学を取り消すことがあります。
　（５）保護者の協力……… 児童が正規の通学区域を越えて通学することから、登下校における安全の確保、

ＰＴＡ活動等への協力、その他学校の指導等に対する協力が不可欠です。

４．特認校として指定する学校
 

５．特認校へ転学できる学校

６．平成 26 年度募集要項
　（１）　募集期間
　　　11 月１日（金）～ 11 月 29 日（金）　　受付時間　８：30 ～ 16：４5（土・日・祝日は除く）
　（２）　申込み
　　 　申込用紙を特認校４校、教育委員会学校教育課（市来庁舎３階）に備えてあります。必要事項をご記

入の上、希望する特認校へ直接ご提出ください。
　（３）　特認校へ入学・転学できる期間
　　　平成 26 年４月１日～平成 27 年３月 31 日までの１年間です。
　　　平成 27 年４月１日以降も継続して通学を希望する場合は、来年度、再度申し込みが必要です。
　（４）　入学・転学の決定及び学校指定変更手続き
　　 　２月上旬頃、保護者宛に結果の通知書を送付いたします。入学・転学が決定したら、教育委員会学校

教育課（市来庁舎３階）で学校の指定変更の手続きをとってください。
　（５）　学校見学等
　　 　いつでも特認校の見学・参観・体験入学ができますので、ご希望の方は直接当該学校長へ連絡してく

ださい。

学校名 所在地 電　話 校長名
旭 小 学 校 金山 1４067 番地 32 － 172４ 吉　多津也
荒 川 小 学 校 荒川 23４7 番地 1 32 － 2010 中村　　薫
冠 岳 小 学 校 冠嶽 128４４ 番地 1 32 － 2688 迫　　博文
川 上 小 学 校 川上 1200 番地 36 － 20４４ 谷津　信一

学校名 所在地 電　話 校長名
串木野小学校 日出町 536 番地 32 － 1738 市原　清志
照 島 小 学 校 照島 5４53 番地 3 32 － ４４４6 木場　教弘
市 来 小 学 校 大里 3731 番地 36 － 2006 内田　純隆

○ 平成 21 年度から全ての特認校児
童の送迎を行っています。

○ 各学校で見学・参観・体験入学が
できます。直接当該学校にお問い
合わせください。

※ 串木野・照島小学校区の児童は、旭・
荒川・冠岳小学校の３校が認めら
れます。

※ 市来小学校区の児童は、川上小学
校のみ認められます。
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【川上小学校】 【出会い　ふれ合い　学び合い】学校ホームページ毎日更新中
１　一人一人の基礎学力の定着を図ります
　・一週間連続朝の読書　・個に応じた指導
　・タブレット型パソコンの活用　・主体性を育む複式授業　
　・豊富な発表場面を活用した表現スキルの育成
２　豊かな自然と体験的な教育活動を通して麗しい心と強い体を育てます
　・校舎イルミネーションの点灯（12 月・１月）
　・一輪車演技活動と地域芸能継承　・茶摘み、稲作、芋掘り等農業体験活動
　・運動量を増やす全面芝生の校庭
３　学校から情報を発信し、保護者や地域、近隣校と密に連携します
　・川上小ホームページの毎日更新　・児童によるブログ更新
　・保護者と双方向の情報交換　・テレビ会議を使った他校児童との交流

【旭小学校】 旭小学校の自慢　～明るいあいさつ・暗唱・一輪車～
１　基礎基本の徹底と確かな学力の定着を図ります
　・課題意識を持って、進んで学ぶ子どもの育成
　・本好きな子どもの育成（一人年間 100 冊以上の読書）
２　礼儀正しく、思いやりのある心豊かな子どもを育成します
　・ 幼稚園との交流会、高齢者とのふれあい活動、青少年赤十字活動への積

極的な参加
　・「どろめんこ」の開催（田植えから餅つき大会までの米作り体験）
　・校区伝統芸能の継承「石当節・虚無僧踊り」（総合的な学習）
３　心身ともに健康で、粘り強く、最後まで頑張る子どもを育成します
　・交通安全少年団、交通事故無事故まもなく 7000 日記録更新中
　・ 一校一運動（一輪車が全員乗れるようになります。さのさ祭りや加世田

大会に出場します）

【荒川小学校】 「きらり輝き、笑顔であいさつできる　荒川っ子」
１　個に応じた指導を通して、学力の定着を図っています
　・基礎学力の定着　　・鹿児島大学と提携した国語科研究の推進
　・少人数指導によるきめ細かな「分かる授業」の実践
　・チャレンジタイムによる確実な定着　　・朝の 10 分間読書
２　思いやりの心の育成に力を入れています
　・「あいさつ先手」運動の推進　　・高齢者や地域との交流
　・人権の花運動　　・ボランティア活動の推進
　・花の栽培活動　　・全校態勢での生徒指導
３　荒川の自然や人材等を生かした特色ある教育活動を推進しています
　・太鼓演奏活動　　・米作り体験活動　　・棒踊り　　・山登り
　・日本一の持久走大会　　・一輪車　　・川遊び
　・ほたるでナイト　　・親子ふれあいキャンプ

荒川太鼓

米作り体験

豊かな自然

芝生の校庭

【冠岳小学校】 「豊かな体験　確かな学び　夢育む子どもの集う冠岳小」
１　個に応じた学習指導を大切にします
　・基礎学力の定着　　　・個別指導の充実　　・創作活動や体験的活動
　・朝の読書活動（読み聞かせ）　　・全職員による支援学習
２　様々な発見や感動体験の充実を目指します
　・茶摘み、梅ちぎり等体験　・朝の全校「オ・ア・シ・ス」運動 
　・冠岳登山遠足　・史跡、名所の探究学習　・高齢者とのふるさと学習
　・緑の少年団活動
３　心身の健康と健やかな成長を大切にします
　・一校一運動（一輪車乗りと様々な演技挑戦）　・水や森とのふれあい活動
　・合唱奏（斉唱やオカリナ吹奏）　　　　・全校運動や全校遊びの活動
　・ボランティア活動体験 　　　　　　　・特色ある地域行事への参加全校での冠岳登山

特　認　校　紹　介
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“守るのは 気づいたあなたの その勇気”

あなたからの連絡・相談が児童を守ります

福祉課（☎33‐5618）

児童虐待防止推進月間

11 月は、「児童虐待防止推進月間」となっています。
　児童虐待問題は、虐待の発生の防止、早期発見・早期対処など
地域全体で取り組み、解決しなければならない問題となっていま
す。児童虐待への正しい認識と関心をもち、児童を虐待から守り
ましょう。
　児童虐待は、児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長および人格の
形成に重大な影響を与える保護者等の行為で、次のような種類があります。

○相談・問合せ　・福祉課社会福祉係　　　　☎ 33-5618
　　　　　　　　・鹿児島県中央児童相談所　☎ 099-264-3003

○�身体的虐待（児童の身体に外傷が生じ、または生じる
おそれのある暴行を加える）

　・なぐる、ける、首を絞める、激しく揺さぶる
　・たばこの火を押しつける　　など

○ 心理的虐待（児童に著しい心理的外傷を与える言動を
行う）

　・ことばによる脅かし、脅迫
　・無視する、拒絶的な態度を示す
　・児童の面前で配偶者に対して暴力をふるう
　・兄弟姉妹間での差別的な扱いをする　など

○ 性的虐待（児童にわいせつな行為をする、わいせつな
行為をさせる）

　・児童への性交、性的暴行
　・ポルノ写真、ポルノ映画の被写体に児童を強要する
 　など

○ネグレクト（育児放棄：保護者としての監護を著しく怠る）
　・適切な食事を与えない
　・乳幼児を長時間家に残したまま外出する、車の中に放置する
　・ 同居人が虐待と同様な行為を行っているにもかかわらずこれを放置する
　・入浴させない、衣服が長期間不潔なままである
　・極端に不潔な環境の中で生活させる
　・重大な病気になっても病院へ連れて行かない　　　など

※ 虐待を受けていると思われる児童を発見したら、すぐ下記へ連絡してください。虐待かどうかを確かめる
必要はありません。通報者の秘密は厳守されます。

写真はイメージです　

16



まちの
話 題

手縫いの雑巾を贈り続けて
半世紀

串木野小とともに歩んできた
ケヤキ倒れる

秋太郎を高齢者施設に寄贈

　市来商工会女性部（徳重惠美子会長）が９月
13日教育委員会を訪れ、女性部の会員が手縫い
で作った雑巾60枚を寄贈しました。
　これは、戦後、学校の掃除道具も不足していた
ことから、当時の商工会女性部が寄贈を始めたも
ので、今でも会員により続けられているものです。
　作った雑巾は、市来地域の小・中学校３校に配
られました。ありがとうございます。

　串木野小学校の推定樹齢100年以上のケヤキの
木（樹高約15ｍ、幹回り約3.5ｍ）が９月４日未
明に襲来した台風17号の強風に耐えられず、翌朝、
根本から半分に割れるように倒れているのが見つ
かりました。
　登校してきた児童の中には、こんな大きな木が
倒れたことに驚いたり、さみしく思う児童もいた
ようですが、根本が空洞になっていたことから、
倒れずに残った部分も児童の安全を優先し、撤去
されました。
　串木野小学校としては、学校の歴史とともに
育ってきた木だけに、このケヤキの木を使って卒
業生のネームプレートや学級札などの利用を考え
ているようです。

　９月16日、市内の４つの高齢者施設に住む高
齢者へ秋太郎（バショウカジキ）が贈られました。
　これは例年、市来町漁業協同組合が、これまで
頑張ってこられ、地域へも貢献されてきた高齢者
の方々に、秋太郎を食べて元気に長生きしてほし
いと、敬老の日に10年以上にわたり寄贈を続け
ているもので、この秋太郎を楽しみにしている高
齢者も多いとのことです。
　贈呈式は施設の代表者を招いて市来えびす市場
で行われ、30㎏を超える見事な秋太郎が贈呈さ
れました。その後秋太郎は、食べやすいように、
切り分けられ、各施設に配られました。

虫追踊

　９月22日、市来地域を中心に各地で「虫追踊」
が奉納されました。
　虫追踊は鉦や太鼓、唄を総勢30名で奏で、リ
ズミカルに華やかに踊ります。
　また、道楽（みちがく）と呼ばれ、鉦

かね

や太鼓を
打ち鳴らしながら、色づき始めた田んぼのあぜ道
を歩く様は、秋の訪れを感じさせます。
　今年で２回目の参加となる市来中学校３年の溜
池慶大君は「踊るのが楽しい。来年もまた出たい」
と話していました。

17



観光ＰＲ頑張っています！ 公民館対抗壮年バレーボール大会

敬老訪問

　特産品や観光資源に恵まれたいちき串木野市を
もっと多くの方に知っていただくため、市は特産
品協会や観光協会などと協力し、全国各地の観光
物産展でＰＲ活動を続けています。
　８月４日に京セラドーム大阪で開催された第９
回関西かごしまファンデーでは市長のトップセー
ルスを行ったり、９月14日から３日間開催され
た福岡の「鹿児島観光物産展2013」では、さの
さ踊り保存会の協力を得て、市の特産品の展示即
売や「さのさ踊り」を披露するなど市の売り込み
をしてきました。
　今後も、各地に「いちき串木野」をＰＲし、売
り込んでまいります。

　９月24日から28日にかけて、市来体育館で第
34回公民館対抗壮年バレーボール大会が開催され
ました。
　同大会は、日頃の運動不足の解消や親睦を深め
ることを目的に開催されており、今年も選手と応
援者が一体となった試合を楽しみました。結果は
次のとおりです。
【Ａクラス】　優　勝　平向公民館
　　　　　　準優勝　宇都公民館
【Ｂクラス】　優　勝　天神町公民館
　　　　　　準優勝　潟小路公民館

　９月13日、市内の高齢者を対象に敬老訪問を
行いました。
　市では毎年、９月１日現在で満80歳・満88歳・
満90歳・満95歳・100歳以上の対象者に長寿祝
金を贈っております。今年は762人の方にお祝い
を贈りました。
　いつまでも、元気で長生きしてください。

100歳おめでとうございます

すこやかおせんしのスポーツ大会

　９月26日に倉槗トキヨさん（吹上園）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、倉
槗さんには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。

　９月26日、多目的グラウンドですこやかおせ
んしのスポーツ大会が開催されました。
　この大会は、高齢者クラブに加入している方が参
加しており、今年は約650人の参加者がスポーツを
通して親睦を深めました。結果は、次のとおりです。
○優　勝　大里地区
○準優勝　湊・川上地区
○第３位　中央地区

竹元シズさん

まちの 話 題

市内８社が出展した関西かごしまファンデー
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まちの 話 題

火災の消火活動協力に感謝 アートフェスタに多くの人出

第３回消防団規律訓練大会

　火災の延焼を防いだとして、樋ノ口薫さん達５
名の方が、消防協力者表彰を受け、９月25日表
彰式が市長室で行われました。
　これは、８月20日未明に発生したたき火火災
で、消防隊が到着までの間、樋ノ口さん達５名が
連携し、消防署への通報や近所への呼びかけをし、
自宅近くにある消火施設を使い、住宅火災まで延
焼の恐れがあった約３メートルに燃え上がった炎
を、ほぼ鎮火させたものです。
　地域の安全を自分たちで守った樋ノ口さん達。
本当にありがとうございます。

　今年で10回目となる「アートフェスタinいち
き串木野」が、９月８日にいちきアクアホールで
開催されました。会場では、70名のアーティス
トによるイラストや絵画、ガラス細工、創作雑貨
などが展示され、今年は昨年より1,000人ほど多
い、2,500人の来場者があり、作品に見入ったり
手に取ったりしていました。
　また、15ある体験コーナーでは、子供たちが
香りのする卵を作ったり、木のおもちゃで遊んだ
りと楽しむ様子も見られ、なかには楽しくてなか
なか帰りたがらない子供もいました。

　９月８日、市内の消防団ごとに、整列や方向転
換、行進といった動作や号令の正確さを競う、規
律訓練大会が全12分団、240名が参加して行わ
れ、各分団は指揮者の39種類の号令にあわせ、
きびきびとした行動を見せていました。
　閉会式では、審判長から「すべての分団が格段
にレベルアップしている」との講評があり、各分
団とも訓練の成果を十分に発揮されました。
　優勝は羽島分団が一昨年の第１回大会に続き２
度目の優勝を飾りました。

優勝した羽島分団の一糸乱れぬ行進

観光地づくりセミナーを開催

　市観光振興アドバイザー種子田幸廣氏による観
光地づくりセミナーが７月30日に本浦地区で、
９月20日に照島地区でそれぞれ開催されました。
　アドバイザーからそれぞれの地区の観光の現状
や、地域で見過ごされがちな観光資源を観光に活
かせないかという「夢マップ」を使った説明があ
り、参加者はメモを取ったり熱心に耳を傾けてい
ました。
　今後も、地域振興の一環として、市内の観光地
づくりに取り組んでいきます。

前列左より　樋ノ口拓也さん　樋ノ口薫さん　樋ノ口豊さん
髙田満郎さん（代理）　
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　９月14日から17日にかけて福岡県北九州市で
行われた日本スポーツマスターズ2013サッカー
競技（35歳以上の選手によって構成された大会）
に、鹿児島県代表チームの選抜メンバーとして、
本市の社会人サッカーチームなどで活動する選手
４名が出場し、九州地区代表として臨んだ同チー
ムは見事優勝。初の日本一に輝きました。
参加選手（本市の出身・在住・職場勤務者）
　有村　圭一郎さん　　田島　大樹郎さん
　国料　篤志さん　　　西　敬久さん

　９月15日に、入来城山ゴルフ倶楽部にて、第
８回いちき串木野市民ゴルフ大会が開催され、
105名の選手たちが思い思いのプレーを楽しみま
した。
○優勝　　木村友一
○準優勝　上野憲三
○３位　　後潟善久
○ベストグロス
　　　　　川口　修

日本スポーツマスターズ2013
（サッカー競技）鹿児島県代表が優勝

第８回いちき串木野
市民ゴルフ大会

　９月中旬から下旬にかけて、小中学校などで運
動会が行われました。今年はどの運動会も天候に
恵まれ、家族や地域の方々などが子供たちに声援
を送り、運動会を楽しむ様子が見られました。
　校庭の芝生の緑が優しい川上小学校の運動会で
は、児童が息のあった一輪車演技を披露し、大き
な拍手を浴びていました。
　また地域の方々も公民館対抗の綱引きやむかで
リレーなどに出場し運動会を盛り上げました。

秋晴れの運動会

まちの 話 題

県民体育大会
クレー射撃で３位

　国体選手なども出場する、県民体育大会クレー
射撃で、本市の神﨑隆さんと亀井廣信さんら３
名が日置地区チーム選手として出場し、３位に
入る健闘を見せました。
　クレー射撃は、時速約100キロで打ち出され
る直径10センチほどの標的を１人100発撃ち、
その得点を競うもので、正確な腕と集中力が求
められる競技です。
　また、神﨑さんと監督の節政一三さんは市の
猟友会にも属しており、イノシシやシカなど農
作物を荒らす鳥獣害駆除にもご協力いただいて
います。
　入賞おめでとうございます。
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おしらせ版

　本市の魅力ある特産品の数々を掲載した通販カ
タログが完成しました。
　お世話になった方々に「いちき串木野づくし
セット」を贈りませんか。
●期　間　10月～平成26年３月13日発送分まで
●内　容　さつま揚げ、まぐろラーメン、塩干物、

　市内幼稚園の平成26年度新入園児の募集を各幼稚園で受け付けます。入園を希望される方は各幼
稚園に直接お申し込み、お問い合わせください。
　【受付期間】　　11月１日（金）より
　　（幼稚園によっては土曜日・日曜日・祝日は受け付けていない場合があります）

　平成26年４月から市内の保育園（所）に入所を希望する児童の入所申し込みを受け付けます。
　保育園（所）へ入所できる児童は、その保護者のいずれもが次の事情にある場合です。

【入所基準】
　⑴保護者が昼間家庭外で仕事をしている　⑵保護者が昼間家庭内で家事以外の仕事をしている
　⑶母親が妊娠中または出産後間がない　　⑷保護者が病気または負傷し、あるいは障害をもっている
　⑸保護者が病人などの看護をしている　　⑹災害の復旧にあたっている
　⑺明らかにその児童が保育に欠けると市長が認めたとき
※�ただし、その世帯の保護者以外の同居（または近隣在住）の親族等が児童を保育できるときは入所
できません。したがって、集団保育を経験させたいなどの理由では入所できません。
●保 育 料　児童の年齢及び児童の属する世帯の課税状況によって決定します。
●入所申込書　串木野庁舎福祉課、市来庁舎市民課及び市内の各保育園（所）で配布します。
●受 付 期 間　11月１日（金）～ 11月18日（月）
●提 出 先　新規入所申し込みの方　串木野庁舎福祉課
　　　　　　　継続入所申し込みの方　串木野庁舎福祉課、市来庁舎市民課及び各保育園（所）

【保育園（所）一覧】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※定員は平成25年10月１日現在

市特産品通信販売お取り寄せガイド
「うんまかもん」をご利用しませんか

水産商工観光課（☎33‐5638）

平成26年度幼稚園入園申し込みの受付
学校教育課（☎21‐5127）

平成26年度保育園（所）入所申し込みの受付
福祉課（☎33‐5618）・市来庁舎市民課（☎21‐5117）

市立幼稚園（五十音順） 私立幼稚園（五十音順）
旭 幼 稚 園
市 来 幼 稚 園

金山 1４067 番地
大里 3731 番地

☎ 32-8532
☎ 36-3188

神村学園附属幼稚園
串 木 野 幼 稚 園
友 愛 幼 稚 園

別府 3970 番地
栄町 185 番地
住吉町 9４ 番地

☎ 21-2072
☎ 32-2４61
☎ 32-2915

保育園（所）名 所　　在　　地 定　員 電　話
願 船 寺 保 育 園 栄町 22（栄町） 70 32 － 3700
串 木 野 保 育 園 本浜町 38（浜町） ４5 32 － 1779
羽 島 保 育 園 羽島 3595-3（横須） 60 35 － 00４5
浜 ヶ 城 保 育 園 浜ヶ城 12011-1（浜ヶ城） 50 32 － ４712
太 陽 保 育 園 西塩田町 73- １（汐見町） 70 32 － 7910
照 島 保 育 園 照島 5320（酔之尾） 90 32 － 332４
市 来 保 育 園 湊町 1 丁目 253（日ノ出町） 100 36 － 2166
生 福 保 育 所 生福 8671（大六野） 60 32 － 3359

柑橘類、ちりめん、醤
油など全50種類の商品
からお好きな商品を組
み合わせて、セット価
格3,000円 ～ 4,500円
での販売。
●問合せ　
いちき串木野総合観光
案内所
☎32-5256
※�カタログは、ホーム
ページ「いちき串木
野うんまかもんお取
り寄せ」で検索し
てもご覧いただけま
す。
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☆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）
　9月 13 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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いちき串木野市文化祭開催 文化振興課（☎21‐5113）

茶の湯会
　・茶道サークル自主講座　11 月４日（月）
　　10：00 ～ 15：00　いちきアクアホール
　・表千家勝田社中　　　　11 月３日（日）
　　10：00 ～ 13：00　中央公民館２階和室
　・文化協会茶道裏千家　　11 月４日（月）
　　10：00 ～ 13：00　中央公民館２階和室

短歌会
　11 月４日（月）13：00 ～ 中央公民館１階第１会議室

市文化祭狂句・川柳会
　11 月３日（日）　10：00 ～　川柳会
　　　　　　　　　13：00 ～　狂句会
　中央公民館１階第２会議室
　●問合せ　代表　石野　☎ 32-0075

出展作品募集中
　市文化祭短歌会に出展する作品を募集中です
　●募集作品　未発表短歌１首
　●応募方法　 はがきに住所、氏名を記入し送付
　●提 出 先　〒 896-0066 いちき串木野市野元 20940
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小原俊幸宛
　●応募締切　10 月 28 日（月）必着
　●問 合 せ　代表　小原　☎ 32-3876

芸能部門プログラム　場所：市民文化センター
◇ 11月３日（日）10：00～ 14：40
　【午前の部《予定》】
　　①　オープニング（市来小学校金管バンド・合唱）
　　②　バンド　ニュータイプ
　　③　五ツ太鼓　小牟田流　堀之内道場
　　④　民謡　荒川民謡
　　⑤　詩吟錦城流　市来・串木野支部
　　⑥　日本舞踊　ちどり会
　　⑦　シルバー音楽教室
　【午後の部《予定》】
　　①　大正琴　琴伝流　フレンズ・メイ
　　②　レクダンス　市レクリエーションダンス協会
　　③　日本舞踊　丈の会
　　④　フラダンス　レア・さくら
　　⑤　フラダンス　ナ・パラパライ・ホ・オイポイポ
　　⑥　日本舞踊　寿々英同好会
　　⑦　フラメンコ　ボニータ

◇ 11月４日（月）10：00～ 15：25
　【午前の部《予定》】
　　①　オープニング
　　②　五ツ太鼓　可愛山太鼓昌龍会
　　③　日本舞踊　藤若流　恵会
　　④　日本舞踊　荻生流　荻の会
　　⑤　フラダンス　ハナレイ・ホク☆フラ
　【午後の部《予定》】
　　①　琴城流大正琴　琴俊会
　　②　日高千代子バレエスタジオ
　　　　「働く女性の家」自主グループ「風舞」
　　③　日本舞踊　松本流　翠松会
　　④　日本舞踊　木ノ花流
　　⑤　日本舞踊　藤間流　美知絵会
　　⑥　日本舞踊　花柳流　青林会
　　⑦　日本舞踊　芳瞠流
　　⑧　民踊　日本民踊萩乃会白萩会
　　　　　　　中央地区婦人会民踊教室
　　　　　　　市来民踊自主講座
　　　　　　　さつき会

●日　時　11月２日（土）17：30～ 21：00
　　　　　（荒天中止）
●場　所　いちきアクアホール前の日ノ出橋
　　当日はどなたでも来場できます。
　�　仮装して来場された方にはお菓子のプレゼン
ト等もご用意しております。

●問合せ　市来若者隊事務局　090-9491-5291

ハロウィンナイト
～仮装だよっ！全員集合！～

社会教育課（☎21‐5128）
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「かんむりだけ山市物産展」開催

水産商工観光課（☎33‐5638）

まぐろのまちスタンプラリーin
いちき串木野

水産商工観光課（☎33‐5638）

●日時　11月23日（土・祝）勤労感謝の日
　　　　９：00～ 15：30
●場所　冠岳花川砂防公園
●その他の催し　長崎龍踊り
　　　　　　　　田中星児ミニコンサート
　　　　　　　　柴燈護摩供養
　　　　　　　　冠嶽神社秋季例大祭等
●駐車場（各駐車場からシャトルバス運行）
　・第１駐車場（胡麻段）～串木野方面から～
　・第２駐車場（宇都）～樋脇方面から～
　・第３駐車場（多目的グラウンド東側）
　・第４駐車場（　　　〃　　　　南側）
　・第５駐車場（いちき串木野環境センター西側）
※�会場周辺の駐車場は大変混雑しますので、第３・
４駐車場（多目的グラウンド）第５駐車場（環
境センター）に駐車して、便利な無料シャトル
バスをご利用ください。

≪多目的グラウンド・環境センター周辺≫

　まぐろのまちをＰＲするスタンプラリーを実施
しています。
●期間　11月30日（土）まで
●�スタンプラリー加盟店で、「まぐろ」のお食事
やお買物をされた場合、１回のお食事・お買物
で専用台紙にスタンプ１ポイントがもらえま
す。

●抽選で次の賞品があたります。
　・Ａ賞（５ポイント制覇）：�まぐろ１本分が２

名様
　・Ｂ賞（３ポイント獲得）：�いちき串木野市特

産品と参加店舗で
使える商品券詰合
せ35名様

　・Ｃ賞（２ポイント獲得）：�天然石付き手作り
まぐろストラップ
が200名様

●問合せ
　いちき串木野総合観光案内所　☎32-5256

スタンプラリー加盟店一覧
加盟店名 住所 電話番号

①味工房みその 北浜町 ４ 32-1780
②ゆのまえ食堂 曙町 115 32-33４0
③大衆中華　蘭蘭 昭和通 285 32-8768
④居酒屋　酔匠の里（花もん） 旭町 72 32-1197
⑤昔ながらのラーメン屋　みその食堂 別府 4285 33-6321
⑥和風レストラン　和楽路 昭和通 116 32-0781
⑦御食事処　ぎおん 湊町 1-150 36-3319
⑧てっちゃんそば 湊町 3-4 36-４752
⑨国民宿舎　吹上浜荘
　（展洋レストランアクア）

湊町 1-101 36-2511

⑩肉工房　薩摩山 薩摩山 13372 32-４8４2
⑪創作料理　博 旭町 177 32-0718
⑫こだわりとんかつ味工房みその 別府 4252-1 33-1550
⑬薩摩金山蔵　ほたる庵 野下 13665 21-2319
⑭仕出しセンター　さのさ 上名 3008 32-9590
⑮ブーランジェリー・クープ 旭町 3-1 32-6560
⑯シーサイドガーデンさのさ
　（レストラン海音）

長崎町 101 32-４177

⑰呑音喜 Bar&Studio
　（NONKI）

昭和通 256 33-0989

⑱朝日屋やぐら寿司㈲ 春日町 112 32-2512
⑲すし松 塩屋町 119 32-8170
⑳味乃一心 大原町 47 32-0789
� DAIYAMEBAR　ぴあ 栄町 188-2 32-0678
�居酒屋　卓 昭和通 75 33-0323
�㈱センターフーズ直営店蒼の恵館 大原町 136 21-2332
�新洋水産㈲（10 月 31 日㈭まで）八房 3150 33-1717
�濵田水産㈲ 新生町 181 32-3271
�さのさ館 上名 3018-5 33-2030
�シーポイント 西浜町 19 32-４４56
�羽島前浜そだちのうんのもん 浜田町 85-1 35-0001
�照島海の駅・照島海の駅食堂 東島平町 101 33-1380

32-9210
�市来えびす市場 湊町 1-99 21-5082
�季楽館 大里 6166-1 36-5618
�薩摩金山蔵（売店） 野下 13665 21-2110
�地かえて祭りまぐろ関連出展ブース 西薩町 32-3111
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原子力発電施設周辺地域
加算給付金の交付について

政策課（☎33‐5634）

「働く人々の健康のために」鹿児島産業
保健推進センターをご利用ください

水産商工観光課（☎33‐5638）

　平成26年版農業日誌等の予約を受け付けていま
す。
　ご希望の方は直接農政課または産業経済課にお
申し込みください。
●種　　類　・農業日誌：1,400円／冊
　　　　　　・ファミリー日誌：1,400円／冊
　　　　　　・新農家暦：500円／冊
　　　　　　※代金は引渡し時にお支払いください。
●申込期限　11月11日（月）
●引渡予定　12月中旬

　各分野の専門スタッフが、健康管理、健康教育
等、産業保健活動の全般、メンタルヘルスに関す
る相談やお問い合わせに無料で応じております。

（独）労働者健康福祉機構鹿児島産業保健推進センター
鹿児島市上之園町25－１　中央ビル４階
☎099-252-8002

　労働者を１人でも雇用している事業主は、労働
保険（雇用保険・労災保険）への加入が義務づけ
られています。
　まだ加入手続きのお済みでない事業主の方は、
速やかに加入手続きを行ってください。
　なお、労働保険加入等の手続きについては、国
の認可を受けた最寄りの労働保険事務組合（商工
会議所、商工会等）に委託し、各種の手続きを行
うことができます。
●問合せ
・伊集院公共職業安定所適用係☎099-273-3161
・鹿児島労働基準監督署労災課☎099-214-9175

【小規模企業共済制度】は、個人事業主や会社役
員の方が掛金を積み立てて廃業や引退に備える、
いわば小規模企業者のための退職金制度です。

【経営セーフティ共済】は、取引先事業者が倒産し、
売掛金債権等が回収困難になった場合に貸付が受
けられる共済制度です。無担保・無保証人で、掛
金総額の10倍の範囲内（最高8,000万円）で被害
額相当の共済金が借入れ可能です。
●問合せ　いちき串木野商工会議所☎32-2049
　　　　　市来商工会　☎36-2145
　　　　　中小企業基盤整備機構コールセンター
　　　　　☎050-5541-7171

　市では、地域の振興と福祉の向上を目的とし
て、川内原子力発電所から概ね10㎞の圏域にあ
る羽島・荒川地区内において、一般電気事業者等
から電気の供給を受けている世帯及び事業所を対
象に、従来の国（県）が交付している原子力発電
施設周辺地域給付金に加算する形で、加算給付金
を交付いたします。

【加算給付金の内容】
１．加算給付金の交付対象
○�羽島・荒川地区内おいて、一般電気事業者（九
州電力㈱）等から、給付基準日に電気の供給を
受けている電灯需要家及び電力需要家
○�電灯需要家：一般家庭などで、一般電気事業者
から従量電灯、農事用電灯、時間帯別電灯、季
時別電灯、高負荷率型電灯、ピークシフト電灯
の電気の供給を受けているもの
○電力需要家：事業所などで、
　（１）�一般電気事業者から低圧電力、農事用電力、

低圧季時別電力の供給を受けているもの
　（２）�特定規模需要として一般電気事業者また

は特定規模電気事業者から電気の供給を
受けているもの（１年未満の契約など臨
時的な契約、深夜時間に限った契約等を
除く）

２．給付基準日　平成25年10月１日
３．加算給付金額
○電灯需要家：�電灯契約（農事用除く）１口当た

りの給付金額（年額3,000円）
○電力需要家：�電力契約（農事用除く）１kW当

たりの給付金額（年額756円）
○農事用契約：�基準日の属する月の前12月の使

用実績に基づき、上記単価を月
按分（単価×使用月数／ 12カ月）
した金額

４．交付の時期及び交付の方法
　加算給付金は、年１回、11月下旬から12月下
旬にかけて交付します。
　加算給付金の交付については、（財）電源地域
振興センターの委託を受けた九州電力㈱が給付の
手続きを行うこととなっており、給付対象者に対
して事前に「いちき串木野市加算給付金振込のお
知らせ」の通知があります。
　交付の方法は、基本的に口座振込により交付し
ますが、九州電力㈱に電気料金を口座振替で支
払っている方はその預金口座に、また電気料金を
その他の方法で支払っている方は、あらかじめ九
州電力㈱へ申出を行った預金口座若しくは郵便為
替により交付します。
　なお、加算給付金の対象でありながら、加算給
付金の振込通知及び交付の期間内に加算給付金の
交付がなかった方は、下記までお問い合わせくだ
さい。
５．問合せ　政策課政策係

農業日誌等の予約受付
農政課（☎33‐5635）・産業経済課（☎21‐5122）

11月は「労働保険適用促進強化期間」です
水産商工観光課（☎33‐5638）

【小規模企業共済制度】【経営セーフティ共済】のご案内
水産商工観光課（☎33‐5638）
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　40歳以上（平成26年４月１日現在）の方を対
象に胃がん・腹部超音波・大腸がん検診を次のと
おり実施します。
　申し込みをされていない方でも受診できます。
ただし、大腸がん検診は、検査キットを送付しま
すので、健康増進センターへお申し出ください。
●日程

※大腸ガン検診のみ受診される方の受付時間
　各会場10：00～ 10：30

●検診費用

※�但し、検診内容によって次の方は、無料となり
ます。
・いちき串木野市の国民健康保険の方
　�（当日『保険証』と『印鑑（スタンプ印不可）』
を持参）
・高齢受給者証または長寿医療（後期高齢者医療）
保険証の交付を受けている方
　（胃がん・大腸がん検診のみ）
・生活保護世帯または市民税非課税世帯の方
　�（検診前日までに串木野健康増進センターまた
は市来庁舎市民課で減免申請をしてください。
　※腹部超音波検診は、減免申請はありません。
・大腸がん検診無料クーポン券が送付されてきた
方（クーポン券を持参ください）

●問合せ　串木野健康増進センター

介護認定調査員募集
健康増進課（☎33‐5673）

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化月間
市民課（☎33‐5612）・市来庁舎市民課（☎21‐5114）

献血のお知らせ
串木野健康増進センター（☎33‐3450）

胃がん・腹部超音波・大腸がん
検診のお知らせ

串木野健康増進センター（☎33‐3450）

●期　　日　10月26日（土）
●場　　所　「いちき串木野～地かえて祭り～」
　　　　　　会場入口
●受付時間　９：00～ 11：30
　　　　　　12：30～ 16：00
●献 血 量　400ml
●献血年齢　18歳から69歳まで
　　　　　　（男性は17歳から）
　※�65歳以上の方の献血は、健康に配慮し、60
歳から64歳の間に献血経験がある方に限り
ます。

●体　　重　男性・女性とも50㎏以上

　夫・パ－トナ－からの暴力や職場等におけるセ
クシュアル・ハラスメント、ストーカー行為、そ
の他、女性をめぐる人権問題でお困りの方は、ひ
とりで悩まずにお電話ください。
女性の人権ホットライン　☎0570‐070‐810

●相談時間　11月18日（月）～ 24日（日）
　　　　　　・平日　　　　８：30～ 19：00
　　　　　　・土・日曜日　10：00～ 17：00
　※�通話料が180秒につき、およそ8.5円かかり
ます。

●相 談 員　�法務局職員及び人権擁護委員が相談
に応じ、秘密は厳守されます。

●問 合 せ　鹿児島地方法務局人権擁護課
　　　　　　☎099-259-0684
　　　　　　鹿児島県人権擁護委員連合会

　市では介護保険の要介護（支援）認定にかかる
訪問調査員を募集します。
　応募される方は、履歴書を串木野庁舎健康増進
課もしくは市来庁舎健康福祉課にご提出ください。
●募集人員　１人
●応募資格　・市内居住の運転免許を有する方
　　　　　　・�社会福祉施設や医療機関等で介護

や看護などの実務経験のある方
●業務内容　�要介護認定申請に基づき高齢者の自

宅等を訪問し、日常生活動作や認知
症の状況等の調査を行う。

●勤務時間　９：00～ 17：00
●勤務日数　週５日
●募集期間　11月７日（木）受付まで
　　　　　　（ただし土・日・祝日を除く）
●選考方法　面接（日時は後日連絡）
●問 合 せ　健康増進課介護保険係

実施日 検診会場 受付時間
11/5( 火 ) 川上交流センター

8:00 ～ 9:30
11/6( 水 ) 川北交流センター
11/7( 木 )

市来保健センター
11/8( 金 )
11/11( 月 ) 生福交流センター
11/12( 火 ) 旭交流センター 8:00 ～ 9:00
11/13( 水 ) 照島交流センター

8:00 ～ 9:30
11/1４( 木 ) 羽島交流センター
11/15( 金 ) 冠岳交流センター

8:00 ～ 9:00
11/18( 月 ) 荒川交流センター
11/19( 火 )

勤労青少年ホーム

8:00 ～ 9:30

11/20( 水 )
11/21( 木 )

串木野健康増進センター

11/22( 金 )
11/25( 月 )
11/26( 火 )
11/27( 水 )
11/28( 木 )
11/29( 金 )

胃がん検診 腹部超音波検診 大腸がん検診
1,000 円 3,550 円 500 円
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遺児手当の受給申請について
福祉課（☎33‐5618）・市来庁舎市民課（☎21‐5117）

2013年漁業センサスにご協力を
政策課（☎33‐5672）

生涯学習講座（短期）受講生募集
社会教育課（☎21‐5128）

マイバッグの使用を心掛けましょう
生活環境課（☎33‐5614）

第50回　市内バドミントン大会
市民スポーツ課（☎21‐5129）

　遺児世帯の福祉の増進を図ることを目的に手当
を支給します。申請方法等は次のとおりです。
●対象者　父母の両方が死亡した児童、もしくは
生死不明・拘禁等により父母がいない児童

　　※児童：義務教育終了前の方
●支給を受ける方　当該児童と同居して生計を同
じくし、かつ養育している方

●支給要件　対象者が平成25年10月１日現在、
本市に住所を有する方

●金　　額　年額24,000円（ただし、２人目以
降１人につき6,000円を加算）

●申請方法　11月29日（金）までに福祉課また
は市来庁舎市民課窓口に、対象児童および養
育者の世帯全員の住民票及び戸籍謄本を添付
のうえ申請。

　　※�申請書は福祉課と市来庁舎市民課にありま
す。

●その他　児童が社会福祉施設（保育所を除く）
に入所しているとき、障害児福祉手当を受け
ているとき、または、養育者が児童扶養手当
を受給しているときは支給されません。

　平成25年11月１日
現在で漁業センサス
を実施します。この調
査は、わが国漁業の生
産構造及び就業構造
並びに漁村及び水産
物流・加工業等の漁業
を取りまく実態を明
らかにするとともに、

わが国の水産行政の推進に必要な基礎調査を整備
することを目的としています。漁業センサスは、
漁業の「いま」を知るための５年に１度の大切な
調査です。皆様のご協力をお願いいたします。

『かごしま弁学習会』
　かごしま弁についてお互いに学び、日常の生活
に楽しく、おもしろく生かしてみませんか。
●日　時　11/18（月）・12/ ２（月）・12/16（月）
　　　　　１/20（月）・２/３（月）・２/17（月）
　　　　　計６回（13：30～ 15：00）
●場　所　中央公民館
●受講料　無料
●定　員　一般成人15名

『ＺＵＭＢＡ（ズンバ）教室』
　ラテン系を中心とした世界の音楽とダンスを融
合させたエクササイズ、ＺＵＭＢＡ（ズンバ）の
教室を開催します。気軽にダンスと音楽を楽しみ
ながら汗をかきましょう。
●日　時　11月21日（木）～ 12月26日（木）
　　　　　毎週木曜日（計６回）19：30～21：00
●場　所　市来地域公民館等
●受講料　無料
●定　員　一般成人15名

【各講座の申込みについて】
●申込期限　11月５日（火）
●申 込 み　�社会教育課、中央公民館、いちきア

クアホールの申込書に記入のうえ、
備え付けのポストに投函。（電話・
ファックスの申し込みも可）ＦＡＸ
（36-5044）

※�ファックスでの申し込みは、氏名・住所・年齢・
電話番号・申し込み講座名を記入。

※�定員を超えた場合は抽選とし、結果は各人に通
知します。

※�申込者が少ない場合、開講しない場合がありま
す。

　ごみを減量するために、買い物時の「マイバッ
グ運動」を推進しています。
　買い物の際、買物袋などを持参することで、レ
ジ袋の使用を減らし、身近なところからごみの減
量・リサイクルを進めましょう。
●買い物時の注意点
　①マイバッグは、精算時までしまっておく。
　②店内では、店のカゴを使用する。

　ご協力をよろしくお願いします。

●日　　時　11月17日（日）　８時45分開会式
●場　　所　総合体育館
●試合方法　個人戦
　種目（クラス）
　・男子ダブルス【Ｃ（初級）・Ｂ（中級）・Ａ（上級）】
　・女子ダブルス【Ｃ（初級）・Ｂ（中級）・Ａ（上級）】
　・混合ダブルス【Ｃ（初級）・Ｂ（中級）・Ａ（上級）】
　※Ｃ（初級）は、バドミントン経験の浅い方
●参加資格　�市内に居住、勤務もしくは在学する

中学生以上の方、または市内のクラ
ブに加入している方

●参 加 料　１人　一種目1,000円
　　　　　　（高校生以下500円）
　　　　　　※参加料は当日徴収します。
●申込期限　11月７日（木）まで
●申込み・問合せ　バドミントン協会事務局
　　　　　　　　　福祉課　伊藤　☎33-5619
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お　く　や　み　（９月届出分）

故　人 年齢 住所または 
公民館

喪主または
届出人

栫　　　操 85 野 中 栫 栫　　仁志

松田ひろ子 62 山 之 口 松田　勝治

田村ハツコ 86 曙 町 田村　　学

三木　ミヨ 84 桜 町 青木知恵子

宇都　葊久 64 生 野 宇都　豊子

富田　久米 91 石 川 山 富田　幸一

大久保フヂ子 89 駅 前 大久保和孝

重信　幸子 82 市 口 岩元　正義

橋元　サチ 95 恵 比 須 町 橋元　重二

濵田　友二 94 松 原 濵田　和子

西谷　静香 83 麓 西谷　ヨシ

栗山　 夫 99 元 町 加治木時子

入枝ミチヱ 88 浜 西 入枝　則之

前潟　政衛 83 岳 釜 前潟　洋一

川口　利昭 71 恵 比 須 町 川口　和代

福山　 子 69 橋 ノ 口 福山　洋一

（届出人が同意された方を掲載してあります）

●問合せ　市立図書館　☎33-5655

11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 11月5日㈫ ９コース 11月14日㈭
２コース 11月6日㈬ 10コース 休み
３コース 11月7日㈭ 11コース 休み
４コース 11月8日㈮ 12コース 休み
５コース 11月12日㈫ 13コース 11月26日㈫
６コース 11月13日㈬ 14コース 11月27日㈬
７コース 11月15日㈮ 15コース 11月28日㈭
８コース 11月29日㈮

　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

11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1日 8日 15日22日29日

金 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

5日 12日19日 ― ―
心配ごと
相 談 員

火 火 火 ― ―

○ ○ ○ ― ―

10月の市税・介護保険料納期
税務課（☎33‐5682）

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

10月31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、10月25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。

税金は　俺達未来の　夢の種
（平成 24年度「税に関する作品」より）

　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。

司法書士による「暮らしに役立つ法律講座」開催
社会教育課（☎21‐5128）・指定管理者㈱図書館流通センター  

　「消費者問題」について分りやすく説明します。
●日　　時　11月16日（土）13：30～ 15：00
●場　　所　中央公民館　
●対　　象　一般成人
●参 加 費　無料
●申込方法　�11月８日（金）までに中央公民館へ

直接または電話で申し込みください。
●問 合 せ　中央公民館
　　　　　　☎33-5655（受付９：00～17：00）
※�司法書士による無料相談会を同時に開催しま
す。
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「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）0996-32-3111　（FAX）0996-32-3124

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。）

かわいい天使たち（8月届出分）

宇都　紗
さ

矢
や

ちゃん
（酔之尾東）

央郁・慎吾お兄ちゃん達と
仲良くしてね

父：和浩さん・母：美香さん

西田　鈴
りん

ちゃん
（日ノ出）

優我お兄ちゃんと
仲良く育ってね♡

父：秀樹さん・母：りささん

森　心
こ の か

花ちゃん
（湊町）

ようやく会えたね心花ちゃん
産まれてくるのを待ってたよ♡
父：慎吾さん・母：喜加さん

中川　泰
たい

我
が

くん
（坂下）

毎日たくさんの幸せを
ありがとう♡

父：清貴さん・母：裕子さん

山本　悠
ゆう

陽
ひ

くん
（曙町）

元気いっぱいすくすく
育ってね♡

父：征洋さん・母：春菜さん

是枝　寿
す

海
かい

くん
（別府）

元気にすくすく育ってね☆

父：覚さん・母：里美さん

内田　結
ゆ

子
こ

ちゃん
（元町）

いつも元気いっぱい笑顔いっぱいの
家族にしようね♡りこより♡
父：一史さん・母：麻実さん

脇　香
か

凛
りん

ちゃん
（照島）

天使のように可愛い笑顔で
すくすく成長してね

父：義博さん・母：郁恵さん

萩原　美
み

咲
さ

希
き

ちゃん
（崎野）

みんなで仲良く元気に育ってね

父：明さん・母：宏美さん

渕脇　琉
りゅう

乃
の

佑
すけ

くん
（戸崎）

ジョージ君には負けないぞ !!

父：洋一郎さん・母：晴留美さん

西小野　蒼
あお

依
い

ちゃん
（平向）

やっと会えたね！待ってたよ♡
あおいちゃん♡

父：智広さん・母：祐子さん

西上原　莉
り

那
な

ちゃん
（元町）

生まれてきてくれて
ありがとう♡

父：豪さん・母：明日香さん

小野　結
ゆの

愛
あ

ちゃん
（別府）

お兄ちゃん、お姉ちゃんと
仲良くね♡

父：洋平さん・母：美穂さん

須納瀬なつみちゃん
（春日町）

元気に育ってね

父：稔さん・母：広美さん

高橋　絢
けん

斗
と

くん
（木場迫）

お姉ちゃん達に負けない
男の子になってね！

父：祥さん・母：さやかさん

上夷　凜
りん

くん
（塩屋町）

お兄ちゃん、お姉ちゃんと
仲良くね

父：秀典さん・母：沙季さん
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