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● 市の財政状況　P.２～P.５
● 8020表彰おめでとうございます　P.６～P.７
● かごしま子育て支援パスポート事業協賛店　P.10～P.11
● 元気な街づくりウォーキング大会　P.12
● 田畑誠一市長再選　P.14
● 観光大使任命　P.17
● フェイスブック　「いいね!」でもっとつながろう　P.18～P.20
● まちの話題　P.21～P.27
● おしらせ版　P.28～P.35
● かわいい天使たち　P.36

つなぐタスキに地域の絆

地区対抗駅伝競走大会
（結果はＰ．27）



　平成24年度の一般会計、特別会計及び企業会計の決算が議会の決算審査特別委員会の審議を経て、９月議
会で認定されました。この公表は、毎年５月と11月に市の財政状況をお知らせするものです。今回は、平成
24年度の決算状況と平成25年度（10月末現在）の予算状況をお知らせします。

平成24年度の決算状況

　平成24年度一般会計の決算額は、歳入166億6,202万６千円（前年度比0.4％減）、歳出158億572万８千円（前
年度比0.5％増）で、差し引き８億5,629万８千円（繰越明許費繰越額１億9,128万２千円及び継続費逓次繰越額
1,900万５千円を含む）を翌年度に繰り越しました。

いちき串木野市の

一般会計

24年度 23年度 差引 用　語　の　意　味

財 政 力 指 数 0.41 0.42 ▲ 0.01 普通交付税の算定に用いた基準財政収入額を基準財政需要額で除して得
た数値の3 ヵ年の平均で、高いほど財源に余裕があるとされる。

実質収支比率 7.2 9.7 ▲ 2.5 標準財政規模に対する実質収支額の割合をいい、概ね3 ～ 5％が望まし
いとされている。

経常収支比率 93.3 89.7 3.6
財政構造の弾力性を示す指標であり、人件費、公債費等の経常経費に、
税、普通交付税等の経常的な一般財源が充当された割合で、比率が低い
ほど弾力性が大きいことを示す。

実質公債費比率 12.1 12.4 ▲ 0.3 一般会計等が負担する元利償還金と準元利償還金の標準財政規模に対す
る比率。18%を超えると許可団体へ移行する。3か年の平均値。

将来負担比率 71.8 65.5 6.3
損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、一般会計等が将来
負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率で、350％が早期
健全化基準とされている。
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財政状況 人　口　………………　31,144人

世帯数　……………　12,315世帯

平成22年10月１日国勢調査

主要施策の概要� 　（単位:千円）

事　　業　　名 事業費 一般財源
○住民と行政とのパートナーシップによる『共生・協働のまちづくり』

地区まちづくり協議会等補助事業 31,556 28,742
本浦交流センター建設事業 74,366 3,875
自治公民館建設整備補助事業 2,369 2,369

○健康で文化的な生活を営める『元気で安心できるまちづくり』
高規格救急自動車整備事業 37,590 5,890
妊婦健康診査事業 22,469 16,217
小・中学校耐震補強等事業 167,125 9,521
防災行政無線戸別受信機再整備事業 729,467 67
避難所等表示板設置事業 18,862 62
総合体育館建設事業 378,400 17,433

○世界に羽ばたく力強い産業が展開する『活力ある産業のまちづくり』
県営経営体育成基盤整備事業（川南地区） 5,000 2,500
県営農業農村整備事業（広域農道） 40,905 2,905
特産品通信販売体制構築事業 6,552 0
いちき串木野づくし産業まつり事業 7,000 334
企業の誘致促進及び育成補助金 11,835 11,835

○利便性が高く美しいまちを創造する『快適な環境のまちづくり』
いきいきバス・タクシー運行事業 10,536 10,536
市道下塩入線道路改良事業 96,061 3,645
市道払山線道路改良事業 40,691 4,473
住宅建設（ウッドタウン）事業 45,887 7,170
麓土地区画整理事業 509,684 94,368

区　分 単位 22年度 23年度 24年度
市 税 総 額 千円 3,371,596 3,410,138 3,113,306
1 人 当 た り 円 109,546 111,676 102,790
1世帯当たり 円 251,330 253,901 231,610
人 口 人 30,778 30,536 30,288
世 帯 数 世帯 13,415 13,431 13,442

市税負担額（平成22年度～24年度決算）

注） 人口及び世帯数は、各年度末の住民基本台帳登録者数による。また、市税総額は、市民税、固定資産税、軽自動
車税、市たばこ税及び入湯税の合計である。
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市有財産の状況（平成24年度末現在）
名　　称 現　在　高 名　　称 現　在　高

土 地 3,872,224㎡ 基　　　　金 5,271,269千円

建 物 171,889㎡
内
　
　
　
訳

財 政 調 整 基 金 1,971,000千円

山 林（ 立 木 ） 91,221㎥ 市 債 管 理 基 金 1,011,335千円

有 価 証 券 14,379千円 土 地 開 発 基 金 126,058千円

自 動 車 140台 施 設 整 備 基 金 342,544千円

債 権 283,084千円 そ の 他 1,820,332千円

特別会計
（単位：千円）

歳　入 歳　出 差引額 翌年度へ繰越
す べ き 財 源 実質収支額

簡 易 水 道 事 業 242,999 242,999 0 0 0

国 民 健 康 保 険 4,270,859 4,264,712 6,147 0 6,147

公共下水道事業 636,657 636,657 0 0 0

地方卸売市場事業 10,637 10,637 0 0 0

介 護 保 険 3,260,286 3,192,817 67,469 0 67,469

国 民 宿 舎 61,950 61,950 0 0 0

戸崎地区漁業集落排水事業 15,053 15,053 0 0 0

療　育　事　業 19,576 19,576 0 0 0

後期高齢者医療 377,293 376,724 569 0 569

計 8,895,310 8,821,125 74,185 0 74,185

　平成24年度決算状況と平成25年度予算の
概要をお知らせしました。平成24年度の決
算につきましては、市民の皆様の市政に対
する御理解と御協力により、市民生活の各
面にわたる多くの事業を施行し、概ね所期
の成果を収めることができました。また、
一般会計と特別会計の収支状況は、すべて
収支の均衡を保つことができました。
　本市の財政状況は、国の景気対策や行財
政改革の効果等により、一定の改善が図ら
れております。
　市民の皆様への行政サービスを安定的に
提供していくため、引き続き行財政改革に
取り組み、持続可能な自治体として健全財
政を堅持していかなければならないと考え
ておりますので、今後とも市民の皆様のご
理解とご協力をお願いいたします。

平成25年度歳入歳出予算（10月末現在）� （単位：千円）

年度
会計名

平 成 2 5 年 度 
1 0 月 末 予 算 額

一　　　般　　　会　　　計 16,381,150

特　　　別　　　会　　　計 9,578,779

内
　
　
　
　
　
　
訳

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 418,883

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 4,449,024

公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 678,233

地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 10,676

介 護 保 険 特 別 会 計 3,540,543

国 民 宿 舎 特 別 会 計 64,671

戸 崎 地 区 漁 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 16,108

療 育 事 業 特 別 会 計 21,521

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 379,120

合　　　　　計 25,959,929
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公営企業

　平成24年度末における給水戸数は、
8,281戸（前年度比16戸減）、給水人口は
19,094人（前年度比200人減）となってお
り、給水区域内の普及率は、99.8％になっ
ています。

　収益的収支は、収益的収入額3億7,967
万5千円に対し、収益的支出額は3億5,593
万円で差引き2,374万5千円が当年度純利
益となりました。

　資本的収支では、資本的収入額1億8,651
万2千円に対し、資本的支出額は3億5,348
万9千円で、差引き1億6,697万7千円の不足
額を生じますが、この不足額は、当年度
損益勘定留保資金などで補てんしました。

　本年度の主な建設事業は、第６次拡張
事業として生福地区で川上水源からの中
継槽となる芋之原配水池の築造と送配水
管布設工事を実施し、また、平江地区の
市道下塩入線で配水管布設工事を実施し
ました。
　その他、配水管の老朽化に伴う配水管
布設替工事等を実施しました。

　今後も更に経営の合理化・効率化を図
りながら営業活動に取り組み、利用者の
要望に応えられるよう努力してまいりま
すのでご理解とご協力をよろしくお願い
いたします。

平成24年度の決算状況
◎水道事業会計
　水道事業は、皆様からいただいている水道料金を主な収入として運営しています。
　平成24年度決算は、次のとおりになりました。

平成25年度の予算状況（10月末現在）
◎水道事業会計

区　分 科　目 平成25年度（10月末予定額）（消費税込み）

収 益 的 収 支
水 道 事 業 収 益 391,834千円
水 道 事 業 費 用 390,467千円

資 本 的 収 支
資 本 的 収 入 171,381千円
資 本 的 支 出 325,238千円

いちき串木野市の財政状況
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　市では、80歳で20本以上歯がある元気な方を募集（協力歯科医院において無料で検診）し、11月26日に開
催された保健福祉大会で表彰をいたしました。
　平成11年度から実施して、今年度は18名の方が表彰されました。表彰された方をご紹介します。

　（年齢は平成25年10月31日現在）

8020表彰おめでとうございます8020表彰おめでとうございます8020表彰おめでとうございます
～80歳で20本以上の歯を残す、それが8020運動～

内
う ち の

野　富
ふ

士
じ

子
こ

さん
【80 歳　歯数 29 本】
★好きな食べ物
　好き嫌いなく、しっかり噛んで

何でも食べます。
★好きなこと（趣味）
　庭のお手入れをしています。
★元気の秘訣
　�坂を上ってお墓参りに行くことを日課にしてい
ます。

丸
まるやま

山　利
とし

雄
を

さん
【81 歳　歯数 24 本】
★好きな食べ物
　好き嫌いなく、何でも食べます。

　特にお刺身が好きで、小魚など骨ごと食べます。
★好きなこと（趣味）
　�社交ダンスに通ったり、料理、木工、インター
ネットなど、いろんなことをしています。

★元気の秘訣
　�社交ダンスを続けていることです。農業をして
いることです。

小
お は ら

原　健
けん

さん
【83 歳　歯数 25 本】
★好きな食べ物
　�噛みごたえのある固いものが好
きで、好き嫌いなく、何でも食
べます。

★好きなこと（趣味）
　読書です。
★元気の秘訣
　自分なりに運動をしていることです。

赤
あかがわ

川　ハ
は

ツ
つ

子
ね

さん
【82 歳　歯数 24 本】
★好きな食べ物
　好き嫌いはなく、何でも食べます。

★好きなこと（趣味）
　�花を植えたり、草取りをしています。10 年位、
プールに通っていました。

★元気の秘訣
　�運動のために、近くのスーパーまで万歩計をつ
けて買物にいくことを日課にしています。

迫
さこ

　鈴
すず

子
こ

さん
【81 歳　歯数 26 本】
★好きな食べ物
　�好き嫌いはなく、何でも食べま
す。よく噛むことを心がけてい
ます。

★好きなこと（趣味）
　ラジオを聴きながら編み物、洋裁をしています。
　週２回のグランドゴルフが楽しみです。
★元気の秘訣
　晴耕雨読、毎日決まった時間通り、早寝早起き、
　今日の計画を実行するように、努力しています。

迫
さこ

　勇
いさむ

さん
【80 歳　歯数 22 本】
★好きな食べ物
　�好き嫌いはなく、何でも食べ
ます。特に魚が好きです。

★好きなこと（趣味）
　主にグランドゴルフとスポーツ観戦です。
★元気の秘訣
　�体を動かしてバランス良く食べています。食後の
歯磨きと半年に１回の定期検診を心がけています。

新
しんかわ

川　カ
か

ズ
ず

さん
【81 歳　歯数 24 本】
★好きな食べ物
　�好き嫌いなくバランスを考え、
よく噛んで食べます。

★好きなこと（趣味）
　�野菜、お花などの畑仕事をしています。出来た野
菜や花を近所の方に差しあげて、喜ばれています。

★元気の秘訣
　�畑仕事をする事です。家での運動や、家の周り
のお散歩をしています。

原
はらぐち

口　千
ち

里
さと

さん
【80 歳　歯数 22 本】
★好きな食べ物
　�好き嫌いなく、季節のものを取
り入れて、野菜を中心に、何で
も食べます。

★好きなこと（趣味）
　65歳から始めた週２回の弓道を楽しんでいます。
★元気の秘訣
　食べ物に気を付けていることです。
　弓道を続けている事です。
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　日頃から食生活や運動とともに、歯や口の健康についても市民の皆様の意識
が高まっているように思います。これからも多くの方に8020の実現を
めざして頂きたいと思います。

吉
よしなが

永　正
まさ

道
みち

さん
【82 歳　歯数 25 本】
★好きな食べ物
　好き嫌いはなく、何でも食べます。

★好きなこと（趣味）
　園芸、庭いじりを楽しんでいます。
★元気の秘訣
　�家の裏が照島海岸なので、お散歩をしたり、の
んびりと過ごしていることです。

光
こ う せ

瀬　利
とし

さん
【86 歳　歯数 22 本】
★好きな食べ物
　�好き嫌いはなく、食べます。　
特に、果物が好きです。

★好きなこと（趣味）
　�畑仕事や主人の伊勢海老漁の網のお手伝いをす
ることが好きでした。

★元気の秘訣
　しっかり噛んで、食事をしていることです。

樋
ひ ぐ ち

口　正
まさ

治
はる

さん
【81 歳　歯数 28 本】
★好きな食べ物
　好き嫌いなく、何でも食べます。

★好きなこと（趣味）
　ワープロを楽しんでいます。
★元気の秘訣
　何でも食べて、適度なお散歩をしている事です。
　�朝夕のブラッシングと３ヵ月毎の歯科医院での
定期検診とクリーニングをしていることです。

中
なかやま

山　和
かず

江
え

さん
【81 歳　歯数 27 本】
★好きな食べ物
　�好き嫌いなく、何でも食べます。
特に、魚が好きです。

★好きなこと（趣味）
　�チラシのごみ箱など、手先を使っていろんな物
を手作りします。

★元気の秘訣
　よく手先を使っている事です。

松
まつおか

岡　ナルさん
【82 歳　歯数 26 本】
★好きな食べ物
　�好き嫌いはなく、何でも食べま
す。ゆっくり味わって食べる様
にしています。

★好きなこと（趣味）
　�歯磨きを１日５～６回しています。いろんな講
座に参加して、話を聞くのが好きです。

★元気の秘訣
　家事、庭の手入れで、体を動かしています。
　手作りの食事をしています。

石
いしがみ

神　斉
まさ

也
なり

さん
【80 歳　歯数 22 本】
★好きな食べ物
　�好き嫌いはなく、何でも食べま
す。特に、魚が好きです。

★好きなこと（趣味）
　ハーモニカクラブ、コーラスなどに通っています。
★元気の秘訣
　�朝の旗持ちをしてます。子どもたちとの交流で、
元気をもらっています。規則正しい生活を心が
けています。

中
な か お

尾　俊
とし

子
こ

さん
【81 歳　歯数 28 本】
★好きな食べ物
　�好き嫌いなく、何でも食べます。
バランスを考えて、食べています。

★好きなこと（趣味）
　大正琴の講師をしています。
★元気の秘訣
　�大正琴の講師を続け、バランスのよい食事を心
がけていることです。歯磨きをしっかりしてい
ます。

中
なかむら

村　義
よし

雄
お

さん
【82 歳　歯数 27 本】
★好きな食べ物
　好き嫌いなく、何でも食べます。

★好きなこと（趣味）
　�若い頃から、仕事一筋でやってきたので、今は
特にありません。

★元気の秘訣
　�しっかりよく噛んで食べられる、丈夫な歯があ
ることです。

末
すえかわ

川　幸
ゆ き お

夫さん【81 歳　歯数 24 本】 岩
いわした

下　桂
け い こ

子さん【81 歳　歯数 22 本】
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ロコモ予防は、若いうちからの取り組みが重要です。

心当たりはありませんか？

今日から始めるロコモ予防

地域で健康なまちづくりをすすめましょう
（ロコモティブシンドローム（ロコモ）予防）

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�

　ロコモティブシンドローム（運動器症候群）は、骨・関節・筋肉・神経など身体を支え
たり動かしたりする「運動器」が衰えて、立つ・歩くといった「移動能力」が低下している
状態です。要支援・要介護の原因の４分の１は、ロコモに関係しています。
　先の話と思いがちですが、予備軍まで含めると、ロコモ人口は全国で 4,700 万人、40 歳以
上の男女４人に３人 !!がロコモまたはその予備軍だそうです。
　筋力や骨量は 20～ 30代がピークで、放っておくと徐々に減り、移動能力は少しずつひそか
に衰えていきます。

運動習慣がない・生活の中で活動量が少ない
　運動する時間がない、移動手段は自動車が多く歩く時間が少ないなど、体を動かさないでい
ると、筋肉も骨もどんどん衰えてしまいます。

やせすぎ・肥満
　ダイエットなどによって栄養が不足すると、身体を支える骨や筋肉が弱ってしまいます。また、
肥満は腰や膝の関節に大きな負担をかけます。関節軟骨は一度すり減ると、修復が難しい部分
です。

こまめに身体を動かす！
　身体は、動かすことによって活性化し、老化予防になります。
　まずは、自分のペースで、今より＋ 10分身体を動かすことから始めましょう。

運動量は加減が大切！
　今の自分に合った運動量を見つけましょう。身体を使いすぎないことも大切です。

姿勢を見直す！
　猫背になっていたり、お腹を突き出した姿勢にならないように意識してみましょう。

痛みやだるさを放置しない！
　腰や膝の痛みを「年のせい」と放っていませんか？ひどくなる前に医療機関の受診を。

骨や筋肉の素は毎日の食事から！
　せっかく運動しても栄養が不足すると、筋肉が減って骨も弱くなります。
　１日３回の食事をバランスよく取りましょう。特に、肉魚卵大豆製品などのたんぱく質と
牛乳乳製品小魚などのカルシウムが不足しないように気をつけましょう。
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　今回は、おせちの定番である源平なますをご紹介
します。
　大根とにんじんの紅白の色が、めでたさを表して
います。
　お正月は、ごちそうを食べる機会が多くなります
が、野菜料理を忘れずに、また、伝統の行事食を次
世代に伝えていきたいものです。

※�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

≪源平なます≫
（材料６人分）
　�大根…400ｇ　　にんじん…80ｇ　　干し柿…３個
　Ａ（酢…大さじ３　　塩…小さじ１／２　　砂糖…大さじ３　　薄口しょうゆ…小さじ１）
　しょうが…少々

（作り方）
　①�　大根は皮をむいて、ななめ薄切りにし、少しずつずらして重ね、端からせん切りにする
（なます切り）。にんじんは皮をむいて４センチ位の長さのせん切りにする。別々に２％の
塩をふっておく。

　②　干し柿を洗って、せん切りにする。
　③�　Ａの調味料を合わせておき、大根、にんじんの汁を絞って加え、干し柿を加えて和える。
しょうがのせん切りをふる。

サンゴーマル

串木野健康増進センター（☎33-3450）

糖尿病患者向け
外食メニューを開発中

　11月20日、市内の医療機関や飲食店と協力
し、糖尿病患者やその予備群の方に適した定食
または弁当「EATde（いいとで）健康メニュー」
の開発支援に向け、飲食店と管理栄養士を対象
にした説明会を実施しました。
　当メニューは、１食当たり600キロカロリー
未満、食塩含有量３グラム未満で栄養バランス
の取れたメニューを飲食店から募集し、管理栄
養士による栄養計算などの事前審査を経て市が
認定し、来年４月から提供を開始する予定です。
　市では、健康メニューを提供していただける
飲食店を引き続き募集しています。

●問合せ　食のまち推進課　☎33-5621

（左上）
照島小学校５年
　上野　麗奈さん
（右上）
照島小学校６年
　肝付　涼也君
（左）
串木野西中学校２年
　勘場　光君

健康に関するポスター入賞作品
健康増進課（☎33－5613）

　児童・生徒の健康に関する意識のより一層の高
揚を図ることを目的として、市内の小中学生を対
象に「健康に関するポスター」を募集したところ、
64点の応募があり、特別賞３点、特選２点、入
選11点が選ばれました。

【特別賞】
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かごしま子育て支援パスポート事業　協賛店の紹介
○�　子育て支援パスポート事業の市内協賛店を紹介いたします。このパス
ポートは、県内の協賛店舗（近隣地域では、鹿児島市、薩摩川内市、日
置市等）で共通してご利用いただけます。
　�　すべての協賛店舗は、市のホームページにて確認できます。
○　協賛店舗の受付は、随時行っています。
○�　このパスポートは、満 18歳未満の子どもや妊娠中の方がいる世帯に、
随時交付しております。

串木野庁舎福祉課　（☎ 33－5618）・市来庁舎市民課（☎ 21－5117）

企業・店舗等名称 所在地 電話番号 子育て支援サービス内容
森写真館 御倉町 88 32-2464 ・来館されて記念撮影等をされた場合粗品進呈（額付写真 1 枚 )

花の店  リーフ 湊町 3051-1 36-3744 ・店内に授乳スペースを設置

モン・シェリー松下㈲ 大里 5550-1 36-2521 ・店内に授乳スペースを設置
・子供を対象に職場体験・工場見学の実施

濵田酒造㈱濵田スタンド 湊町１丁目 226 36-2331 ・店内に授乳スペースを設置
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）３倍

㈲永里鮮魚店 元町 159-1 32-3134 ・ポイント（トロちゃんシール）３倍
㈲ミートハシグチ 旭町 74 32-3029 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍

久徳商店 
　フラワーハウス Q's 旭町 73 32-2557 ・ポイント（トロちゃんシール）2 倍

うえの美容室 元町 104 32-2945 ・料金 10％ OFF( 但し、着付けや七草等の特別料金の場合は対象外） 
・お子様同伴 OK　（絵本、ビデオ有）

㈲遊眠館栄光 元町 6 32-2228 ・ポイント（トロちゃんシール）2 倍
時計、宝飾、メガネ、

補聴器のハットリ 旭町 76 32-2870 ・ポイント（トロちゃんシール）2 倍

季楽館 大里 6166-1 36-5618 ・店内に授乳スペースを設置　・トイレにオムツ支援用ベッド有り
小麦粉 春日町 180-3 32-1855 ・パン 1 割引〔乳製品・ジュース・ジャム・別注商品等は除く）

㈲セントラルミルク 
サービス 栄町 4-2 32-2405

・ 母子手帳を持ってご来店された妊娠中の方へ出産されるまで、牛
乳を廉価で宅配いたします。但し、土川・冠岳等一部地域の方に
ついては、宅配業務が対応できない地域がございますので事前に
直接ご相談ください。

焼酎蔵薩州濵田屋 
伝兵衛 湊町 4 丁目 1 36-3131 ・店内に授乳スペースを設置

・蔵見学（無料）
㈱ エーコープ鹿児島 
　 A コープ大里店 大里 3810-5 36-4677 ・ベビーカーが通れるバリアフリー店舗

のもと文具店 元町 175 32-2425 ・ 15％引き＋ポイント（トロちゃんシール ) ２倍　｢但し、特価品を
除く）

㈱タイヨー串木野店 旭町 60 32-4689 ・年２回のベビー用品大会

エメラルド 旭町 59 32-8098 ・ポイント（トロちゃんシール）2 倍
・ポイント（エメラルドポイントカード）2 倍

吉国電機 ㈲ 北浜町 1 32-2389 ・店頭価格よりさらに値引きいたします。
・ご来店時に、お茶かコーヒーのドリンクサービス

メガネのヨネザワ 
串木野店 曙町 121 33-2090

・ ジュニア CLUB(18 歳未満・眼科処方箋を持参されてメガネをお作
り頂いた方）

　６か月以内の度数変化の場合、無料でレンズ交換（１回のみ）
・キッズ CLUB( 小学生以下）　メガネ購入後２年間レンズ保証
　１回目…レンズ無料交換　２回目以降…1 枚 1,575 円で交換
　 （但し、レンズの種類により価格が異なります）　

カエデ英語教室 上名 2846 32-4015 入会金 1,000 円引き　　　6,000 円　→　5,000 円

㈲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換えサービス
・車販売時、次回車検までエンジンオイル無料入換えサービス
・車検・鈑金・修理時無料代車サービス

鹿児島相互信用金庫 
串木野支店 元町 165 番地 1 32-8888

①子育て応援定期積金「ハローキッズ元気積金」の発売
　・ 最高 3 名まで、お子様の人数に応じた金利優遇のメリットを子

育て世代にお付けした定期積金
②「子育てすくすく応援ローン」の開始
　・ 最高 3 名までのお子様の人数に応じて、教育ローン等の金利を

優遇するメリット金利を設定いたします。
③ 「子育て応援メリット金利」の開始
　 お子様が２名以上いらっしゃる場合、住宅ローンの店頭表示金利

を０．１％優遇いたします。（当金庫の住宅ローンをご利用になら
れる方で、固定金利型をご選択される方）
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企業・店舗等名称 所在地 電話番号 子育て支援サービス内容

亀﨑染工㈲ 旭町 156 32-3053
・節句用品（五月幟等）３％引き
・スポーツ少年団用応援幕、応援旗等３％引き 
・染場見学

㈱なべしま 大原町 4 33-2989 ・小学生以下のお子様にジュース１杯無料サービス
薩摩金山蔵
蔵乃仲見世 野下 13665 21-2110 ・多目的トイレあり

薩摩金山蔵
坑道見学 野下 13665 21-2110 ・３歳未満無料   ・ベビーカーでの見学可

・ベビーカーやお荷物の一時預かり可
薩摩金山蔵
ほたる庵 野下 13665 21-2110 ・アレルギー対応の「お子様カレー」あり   ・お子様用椅子あり

・クーファンの貸し出しあり    ・トイレにベビーベッド設置
おかずや 元町 12 32-2813 ・全商品一割引 ( トロちゃんシールも差し上げます）

㈲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
鹿児島信用金庫 

市来出張所 湊町 1 丁目 231 36-4341 ・ベビーカーが通れるバリアフリー店舗

原田たたみ店 湊町 4 丁目 23 36-2317 ・店内に授乳スペースを設置 
・ベビーカーが通れるバリアフリー店舗　・ミルクのお湯の提供　

久木元商店 湊町 1 丁目 287 36-2237 ・授乳スペース設置      ・ミルクのお湯の提供
・おむつ交換時の部屋及びトイレの使用可

柳園急便 湊町 4 丁目 205 21-5400
・ 発送がある時は、集荷に伺います。さらに、発送料を １００ 円引き

します。
・発送事務手続中には、お子様の見守りをします。
・ミルクのお湯を提供できます。

おたふく市来店 湊町 1 丁目 333 36-5991
・店内に授乳スペースを設置   ・子供向けの絵本も置いてあります
・バリアフリー店舗です  ・お湯の提供できます　
・子育ての方に優先席を提供できます

いちごハウス木場 大里 648 36-5115
・いちご狩りの体験活動　　　・授乳スペースを設置（お湯の提供）
・ジャム作り体験
・子供と小動物（山羊）とのふれあいコーナー

みよしラーメン 大里 5642-1 36-4738
・来店されたお子様にアメをプレゼントします。
・お湯の提供もします。
・子供連れ家族には優先して、座席を提供します。

市来えびす市場 湊町１丁目 99 21-5082 ・バリアフリー店舗です　
・授乳用のお湯を提供します

てっちゃんそば 湊町 3 丁目 4 36-4752 ・ミルクのお湯の提供      ・子育ての親には優先席を提供します。
・幼児向け絵本用意      

ホワイトクリーニング 
元町通り店 元町 112 32-3012 ・ポイント ( トロちゃんシール )2 倍　　　

・毎月２日と２０日は、ポイント ( トロちゃんシール ) ３倍
大山製パン 元町 203 32-2872 ・ポイント ( トロちゃんシール )3 倍

リトルハイツ 袴田 1920-1 32-7438 ・家賃１ヶ月あたり 1,000 円割引き（１年間のみ）

㈲中央オートサービス 桜町 5 32-2417

・エンジンオイル半額（取替無料）
・車検・鈑金塗装・修理時に代車無料
・代車へのチャイルドシートのせ替無料サービス
・合かぎの消費税サービス
・車検・鈑金塗装・販売等の見積り無料
・積立傷害・交通傷害保険加入時特典有　等

公文式 
串木野桜町教室 桜町 38-2 32-0471 ① 歌と読み聞かせを通じての親子のふれあいを応援する場「こそだ

てちえぶくろ」にご参加いただけます。
② 読み聞かせが楽しくなる『えほんだいすき～よみきかせガイド～』

を希望の方に無料でご提供します。
公文式 

串木野照島教室 恵比須 7075-1 ０8０-
56０3-１647

公文式 
市来教室

大里 3810-5
（Aコープ大里店2階）

０9０-
5724-4453

・ 読み聞かせが楽しくなる『えほんだいすき～よみきかせガイド～』
を希望の方に無料でご提供します。

㈱田中写真館 栄町 176 32-2022 ・学生証明写真割引有　
・写真１カットプレゼント（特製フレーム付）

鹿児島銀行 
串木野支店 旭町 56 32-2121 ① かぎんマイカーローン　② かぎん暮らしのローン　ほっとプラン

③ かぎん教育ローン
上記①～③において、扶養家族（子）のいる方に、扶養家族（子）
一人あたり、0.1％（最大 0.3%）の金利優遇を行います。

鹿児島銀行 
市来支店 大里 3939 36-5050

タイヤガーデン 
Ｒ３鹿児島 薩摩山 13300 33-0777

・お子様にジュース、お菓子をサービス。    
・キッズルーム完備。
・タイヤをお買い上げのお客様は５％割引します。
・オイル交換を　普通車￥1，680、軽自動車￥1，260 でご提供します。

佐々原茶舗 旭町 102 32-3900 ・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 ・パーマ、カット、カラーリングはトロちゃんシール５倍
・貸衣装、着付け（七草、成人式、留袖）は料金２０％ off

ブーランジェリークープ 旭町 3-1 32-6560 ・全商品５％割引
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【事前申込締切】　1月 10 日（金）まで【当日受付もできます】
■主　催：いちき串木野市　　いちき串木野市教育委員会
■主　管：元気な街づくりウオーキング大会実行委員会
■後　援：いちき串木野市体育協会　　南日本新聞社

【受 付 時 間】　８：30～８：50
【開 会 式】　９：00～（小雨決行、荒天中止）
　　　　　　　　※　中止の場合は、防災無線で放送
【集合出発場所】　串木野西中学校
【駐 車 場】　新田グラウンド等
【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、雨具、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。

平成26年１月19日（日）
①らくらく野平３㎞コース
　　（所要時間：１時間程度）
②ほくほく深田５㎞コース
　　（所要時間：１時間30分程度）
③ほたるの里荒川10㎞コース
　　（所要時間：３時間程度）
※　参加料無料（完歩賞進呈）

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先導者に従い歩くこ
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　　　　　　　　　　　　　　㊞　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　切り取り線　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第16回元気な街づくりウオーキング大会参加申込書
ふりがな
氏　　名

年齢
学年 性別 住　　所 保護

者印 電話番号 コ ー ス
希 望 に ○ を

バス希望
者は○を

　市内・市外（　　　　　　　　）市 ３・５・10㎞ 市来庁・串駅・串庁

　市内・市外（　　　　　　　　）市 ３・５・10㎞ 市来庁・串駅・串庁

　市内・市外（　　　　　　　　）市 ３・５・10㎞ 市来庁・串駅・串庁

　市内・市外（　　　　　　　　）市 ３・５・10㎞ 市来庁・串駅・串庁
※ ４年生以下の参加は保護者同伴とし、児童生徒（５年生以上）のみの参加は保護者の承諾印が必要です。

第16回元気な街づくりウオーキング大会

【問合せ・申込先】　いちき串木野市教育委員会市民スポーツ課（市来庁舎）
　　　　　　　　　　☎ 32 － 3111　　FAX36 － 5228

※いちき串木野市役所正面玄関ホール（串木野庁舎）・串木野体育センター
　　　総合体育館・Ｂ＆Ｇ海洋センター・市来体育館にも申込書の提出ができます。

大好評

※ 当日、会場で実行委員会主催の地元
　新鮮野菜等の物産販売を行います！〈送迎バス運行予定〉

　市来庁舎出発　　７：50　　　　　※要予約
　串木野駅出発　　８：00　　　　　※途中下車は出来ません
　串木野庁舎出発　８：10
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平成２５年度  
日置地区生涯学習推進大会・いちき串木野市生涯学習大会

　　　　　 社会教育課　☎ 21-5128

《と   き》   平成２６年２月２日（日）
              13：00 ～ 16：35

《ところ》　　いちきアクアホール

活
力
あ

ふれる豊か

な
ま
ち

生
き

がい
のある人

生

日本の黎明を築いた薩摩藩英国留学生 № 19
政策課（☎ 33－5628）

　－ロンドン滞在記（惜別）－
　留学生一行のロンドンでの生活も２か月が過ぎ、ロンドン大学入学に向けて準備を整えて
いた頃、最年少（13歳）の長沢鼎

かなえ

は一人、ロンドンから遠く離れたスコットランド北部の古
都アバディーンへ旅立つことになります。
　ロンドン大学で高等教育を受けるには幼すぎた長沢は、留学派遣の協力者であるトーマス・
グラバーの故郷であり、学問的にも古い歴史を有するアバディーンにて先進的な教育を受け
ることになりました。
　1865 年８月 19日、留学生一行に見送られ、長沢はキングスクロス駅を発ちます。森有礼
はこの時のことを自分の兄宛の手紙に次のように記しています。
「長沢はまだ子供なので私たちも別れが辛かった。しかし、この子はとても剛毅で頼もしい人
物です。」（「森有礼　横山安武宛書簡」）
　未来に対する不安や惜別の念に駆られながらも、そうした感情を表には出さず、課せられ
た使命を果たすべく覚悟を決め、毅然とした態度で旅立っ
た長沢を伺うことができます。
　その後、アバディーンに着いた長沢はグラバー家に寄宿
しながら、新しいカリキュラムで先進的な教育で知られる
名門校ジムネイジウムで勉学に励みます。
　ジムネイジウムは、ドイツのエリート養成の高等中学校
「ギムナジウム」をモデルにしたもので、ギリシャ・ラテ
ン語のほかに、フランス語など現代外国語の教育も行われ、
世界各地から優秀な生徒が集まっていました。 現在も残る当時のジムネジウム校舎の一部

《内　容》
○オープニング　   　　　　　　 　　13：00 ～　串木野中・串木野西中・羽島中合同による吹奏楽
○開会行事、表彰　  　　　　        　13：15 ～
○「生涯学習この１年」事例発表 　　13：40 ～　日置市・いちき串木野市
○学習成果発表        　　　　　 　　 14：00 ～  コールゆすいん・羽島小学校親子読書会・荻之会・
                                                                     歌とベルチャイムの集い　
○記 念 講 演　　  　  　　　　　　　15：00 ～　第 1 部　舞台演劇　　第 2 部　トークショー

いそわき　さゆり
フリータレント

佐々木貞幸
鹿児島の CM 王

川上昇時
ヒーローショーアクター

野口たくお
MBC タレント

早稲田裕美子
MBC タレント

西上原あい
MBC タレント

（いちき串木野市出身）

鹿児島弁演劇　　　　　　
　鹿児島劇場「オモシテガ」は、地元タレントが身近な社会問題を取り上げ、演劇にしています。鹿児島弁
で話す舞台は楽しく、笑いの中からこれまでの自分や地域活動を振り返るきっかけとなるでしょう。また、
トークショーでは鹿児島から生まれた「カタルタ」をもとに様々な情報を伝えます。キーワード「いちき串
木野といったら…」などテーマにそってトークを繰り広げ、子どもから高齢者まで幅広く楽しむことができ
ます。
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田畑誠一市長　再選

新教育長就任

　任期満了に伴ういちき串木野市長選挙が
11 月 10 日行われ、田畑誠一氏が第３代
いちき串木野市長に選ばれました。これか
ら４年間、市政の運営を担うことになりま
す。皆様のご協力をよろしくお願いします。

【任　期】
平成 25年 11月 13日～平成 29年 11月 12日

※�市長の就任あいさつは 1月 6 日発行の
新年号に掲載します。

　山下前教育長が 11月 25日付で退任したことに伴い、新教育長が就任しましたのでご紹介し
ます。

新しい教育長はこんな方
　鹿児島大学教育学部を卒業後、県内各地の小学校で教
壇に立ったほか、熊毛と姶良の教育事務所長などを勤め、
鹿児島市立八幡小学校長で定年退職を迎える。家は鹿児
島市の吉野にあるが、11 月からはいちき串木野市内に家
を借りて夫婦で住む。
　家庭菜園を趣味とする 62 歳。いちき串木野では歴史散
策をすることを楽しみにしているとのことです。

就任のあいさつ
� 教育長　有村　孝

　11月 22 日に議会の同意をいただき、11月 26 日の臨時教育委
員会で教育長に選任され、就任いたしました。
　豊かな自然と歴史、伝統文化の薫る、風光明媚ないちき串木野
市に住み、仕事ができることを大変光栄に思います。生涯学習社
会の中で、子どもたちから大人まで、市民の皆様が、いちき串木
野市に生まれてよかった、住んでよかった、住んでみたいと思え

るような人づくりとまちづくりを目指して、微力ではございますが精一杯頑張りた
いと思います。
　市民の皆様をはじめ、関係各位のご指導とご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

市長から教育委員の辞令を受け取る有村氏
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山下教育長 14 年間お疲れ様でした
　本市の教育行政のトップとして尽力いただいた山下卓朗氏が、
11月 25 日に退任されました。温厚な人柄で、ユーモアを交えた
語り口は誰からも好かれ、また、強い指導力で教育行政を引っ張っ
ていただきました。
　退任にあたりメッセージを預かりましたのでご紹介します。

退任のご挨拶
� 前教育長　山下　卓朗
　平成 11年８月 10日に教育長を拝命して以来、14年３ヶ月の長きに亘って、いちき串
木野市の教育行政に微力ながら携わらせていただきましたが、去る 11月 25 日の任期満
了を以て退任いたしました。その間、多大なる御支援・御協力を賜りました市民の皆様
方に心から感謝と御礼を申し上げます。誠に有り難うございました。
　私は、教育の原点は「新しい時代を担う心豊かでたくましい“人づくり”にある」と
の思いから、子ども達に「生きる力」を付けて欲しいと「いちき串木野市教育３アップ
作戦（学力アップ・思いやりアップ・体力、気力アップ）」を展開して参りました。更に、
学校の活性化対策の一つとして小規模校の特認校制度導入などにも取り組み、生き生き
と目を輝かせる児童・生徒の姿に接するたびに、確かな手応えを感じながら仕事を進め
ることができたように思います。
　また、未来を担う子ども達の安心・安全を第一に考え、田畑市政の施策に沿って小・
中学校施設の耐震化工事や大規模改造工事等、教育環境整備も進めることができました。
　振り返りますと、市民の皆様の悲願でもありました「総合体育館」建設をはじめとす
る諸体育施設整備に携わらせていただくなど、私にとりましていちき串木野市は大変思
い出深い地となりました。

　今後も、市民の皆様が生涯に亘っ
て自己の人格を磨き、豊かな人生を
送ることができますよう、「人づく
り・地域づくりのための教育行政」
が尚一層進みますことを御期待いた
しますと共に、いちき串木野市政と
いちき串木野市教育行政の益々の充
実・発展を心からお祈りいたしてお
ります。

職員やかけつけた市民に見送られ退任する山下卓朗前教育長（11月 25日）

前教育長　山下　卓朗　氏
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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」

　110番は、あなたの身近で事件・事故
が発生した場合の緊急電話です。警察
官の現場到着や必要な事件手配をする
ためには、「早く」、「正確」な情報が必
要です。
　通報すると、次のようなことを聞かれ
ますので、落ち着いてお話しください。
★何があったのですか？
　�「けんか」「交通事故」「ドロボウ」と
簡単に

★いつ　どこで？
　時間・場所は、目印になる建物等は？
★どんな様子ですか？
　�事件や事故の被害状況は、怪我の程
度は？

★犯人は？
　�犯人の特徴、車のナンバー・車種・
逃走方向は？

★あなたの住所と名前、電話番号は？

～緊急時 頼れるあなたの 110番～

～１月10日は110番の日～

年末年始の安心・安全のために！
平成25年度いちき串木野市年末年始特別警戒と安心安全運動を実施しています

【みんなでつくろう　安全安心のまち】
まちづくり防災課（☎33-5631）12月号

　以前投資詐欺にあった人をターゲットにした振り込め類
似詐欺や、パチンコなどのギャンブル必勝情報を提供する
といった類の詐欺相談が増えています。
　★うまい儲け話は絶対ありません。
　★�レターパックや宅配便等での送金を指示されたり、勧
誘の電話や封書がきても、すぐに現金を振り込まず詐
欺を疑い、家族や知人、警察に相談しましょう。

【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

あなたを狙う詐欺に注意！

　師走に入り、１年で一番慌ただしい年末年始を迎えようとしています。
この時季　　警察署では　　　→　交通事故の抑制や犯罪の防止！
　　　　　　海上保安部では　→　船舶の転覆や衝突事故の防止！
　　　　　　消防署では　　　→　火災予防！
を呼びかけ、市民の皆様方に安心して年末・年始を迎えていただくために、３機関合同で「年末年始
特別警戒」と「安心安全運動」を実施しています。
　この運動に先立ち、12月９日に合同出発式を行いました。
　期間中、警察車両や消防車両、青パト隊は車両回転灯を点灯して注意を呼び掛けるパトロールを行
うほか、巡視船は、海上の船舶に安全航行の注意を呼びかける巡視を行います。

◎運動期間　　　　　平成 25 年 12 月 10 日～平成 26 年１月 10 日
◎運動のスローガン　「みんなで　つくろう　安心の街」

市民の皆様も安心し
て年末年始を迎えら
れるよう、各種事故
防止にご協力をお願
いします。

16

海の「もしも」は118番
毎年１月 18 日は 118 番の日です。
次のような場合には118番に通報してください。
・海難人身事故に遭遇した、または目撃した。
・油の排出等を発見した。
・不審な船を発見した。
・密航・密輸事犯等の情報を得た。　　など

愛します！守ります！南九州の海
串木野海上保安部
〒 896－0036 いちき串木野市浦和町 54－１
管理課　0996－ 32－ 2205

串木野海上保安部は海を愛する人のバディです



いちき串木野観光大使任命
　今年 11 月に、本市に縁のある各分野でご活躍の６名の方にいちき串木野観光大使をお引き受けい
ただき、委嘱状を交付しました。
　現在、観光大使は 20 名となり、皆さまには、本市をそれぞれの分野において広く紹介していただ
くとともに、特産品等の普及宣伝や観光振興に関する助言や情報提供をしていただきますようよろし
くお願いいたします。

書道家　堂元一靜　氏
（11 月 21 日市長室）

歌手　田中星児　氏
（11月 23 日かんむりだけ山市）

観光大使の方々とタッグを組んで頑張ります！
（11月 17 日都内ホテル）

観光未来塾をご存知ですか？
　地域の魅力は自ら見つける。そのためのヒント
をくれる場になる観光未来塾。興味のある方は参
加してみませんか。

観光未来塾
開催日：毎月第１・３土曜日19：00～（約２時間）
場　所：市役所地下大会議室
参加料：無料
問合せ：水産商工観光課（☎ 33－5638）
　　　　または総合観光案内所（☎ 32－5256）

　今は、個人旅行が人気な時代。しかも、有名な
観光地だけでなく、人と人とが触れ合うことので
きる旅行や、地元の人しか知らないスポットや食
べ物、風景や景色などが人気になっています。
　そんな、実は身近にある観光素材を地元の方自
身に気付いてもらうきっかけにしようというのが
観光未来塾のねらいです。
　塾の主催者で市の観光振興アドバイザーの種子
田幸廣さんは、本市には「いろいろな観光素材が
あるだけでなく、薩摩半島の中央にあり鹿児島市
からも車で 30 分と近く条件がいい。まずは鹿児
島市を訪れる観光客をターゲットに一人でもぶら
りと観光できるルートを整備し、提示することが
大事。そのためには地元の方々の協力が欠かせな
い」と話します。
　塾では、塾生が、自分たちの住む地区のいいと
ころを発表したり、こんな企画はどうだろうかと、
話し合ったり、専門家を招き講演を聞くこともあ
り盛りあがりを見せます。 道路から見える造船所と船の錨を売

るお店。港町いちき串木野ならでは。
なかなか他では見られない風景です。

今回、大使にもなら
れた濱﨑龍一さんも
招いた料理教室が開
催されます。
詳しくは32ページへ
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イタリアンシェフ
濱﨑龍一 氏

関東市来会会長
石神晋作 氏 市　長 中日新聞東京中

日総局編集委員
満薗文博 氏

関東串木野
市民会会長
出水　高 氏



　フェイスブックは世界で 11億人が使っていると言われる世界最大のインターネット上の会員交流
サービスです。会員になるとパソコンやスマートフォンなどから手軽に投稿した文章や画像、動画な
どを共有できるようになります。会員は実名登録のため、比較的安心感があり、それぞれのページや
投稿記事にある「いいね！」ボタンを押したり、お互いコメントを残していくことで会員間の共感や
交流が深まっていきやすいことが特徴です。
　また、次に紹介するような、いろんな情報や活動を投稿しているファンページと呼ばれるページも
多くあります。今回はそんなページの中から、これは「いいね！」というページを探してきたので、
いくつかご紹介します。

　昨年５月に開設以来、毎日投
稿されています。市内のグルメ
や四季、生活、イベント、史跡
など、投稿内容も多岐にわた
り、丁寧な解説や感想が心地よ
い文章で書かれていて、見てい
て飽きず、毎週約 2500 人が
訪れる人気ページです。
　管理人は、「いちき串木野が
住みやすくて大好きだ」と話す
須納瀬竹志さん。以前は都内
の損保会社にお勤めでしたが、
縁のあったいちき串木野にＵ
ターンし、現在はWEB関係の研修講師などをされています。
　いちき串木野の魅力を話し始めると止まらない須納瀬さん。ページを訪れる
人が「ふるさとを思い出してもらえれば」と今日も投稿を続けます。

圧倒的な情報量！

いちき串木野観光グルメ地域情報

いいね！

フェイスブック

でもっとつながろう

管理人の須納瀬
さん
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ページを探すには？
フェイスブック会員になってログインすると、このような検索窓があります。

　会員ではない方は、Yahoo などの検索エンジンで
捜すと出てきますが、フェイスブック以外の検索結
果もでてくるので、見つけるのは少したいへんです。

ここに「いちき串木野観光グルメ
地域情報」などと入力すると探す
ことができます。

　日常風景や自然、四季の写真を中心に投稿。気取った写
真ではなく、いちき串木野の日常やいいところを「気軽に
楽しんでもらいたい」とメンバー６名が
気が向いたときに投稿しています。
　中には「いちき串木野と一目見てわか
る写真じゃないと投稿しない！」という
こだわりを持ったメンバーも。投稿者に

よって写真やコメントに違いが出ているのも楽しいページ
です。

　近々ホームペー
ジができるような
ので、フェイス
ブックをしていな
い方はそちらでご
覧いただけます。

冴える感性！
いちき串木野フォトギャラリー

　児童 10 名が交替で学校
や地域の様子などをほぼ毎
日投稿しています。指導す
る宇都先生は「読み手がい
ることを意識して投稿する
ことで、表現力がついてき
ています」と取組の成果を

話します。川上小学校のフェイスブックは学校の
ホームページからも見ることができます。

　生徒の活躍や学校のトピッ
クを４月に赴任してきた池水
秀行校長先生が投稿していま
す。
　修学旅行の様子など、なか
なか保護者が目にできない行
事も投稿されていて、興味の

あるところです。投稿を見た卒業生と思われる方
からのコメントが入ることもあるそうです。

保護者や卒業生必見 ！！
川上小学校 串木野西中学校

私達が管理人です

この日は４年生の有
川真平君が

投稿。「しっかり自分
の気持ちが

わかってもらえるよ
うな文章を

書くように気をつけて
います！」
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　正しく使えば楽しいフェイスブックですが、実名登
録が原則のため、投稿を公開する範囲を限定したり、
必要以上の個人情報を投稿しないなど、プライバシー
は自分で守るという姿勢が大切です。

　いちき串木野は食が豊かな
町。市内の様々な団体や食へ
の取り組み、イベント、トピッ
クやニュースなど、「食」を
キーワードに食のまち推進課
が投稿しています。

　地域活性のために 20代か
ら 30代の若者で活動してい
る市来若者隊。投稿内容は、
マリンビーチフェスタや日之
出橋であった「ハロウィンナ
イト」など「市来若者隊」が

開催するイベントの準備や開催状況が主なもの
です。メンバーが楽しみながら活動している様
子がよくわかります。

　総合観光案内所がイベン
ト情報を中心に投稿。市内
のお店や物産展、メディア
取材の様子などを紹介して
います。

　【観光グルメ地域情報】と【フォトギャラリー】
の管理人に話を伺うと、みなさん一度はいちき
串木野市外に住んだ経験をお持ちでした。その
経験から「やっぱりいちき串木野は、いいとこ
ろ」と、おっしゃいます。
　例えば【観光グルメ地域情報】の管理人須納
瀬さんは、「温泉もあるし、鹿児島市も空港も
時間的に遠くないので仕事に不便を感じない。
酒蔵もあって食べ物も旨いし、スポーツ施設も
ある。何といっても夕日がきれいで、いちき串
木野では心豊かな生活を過ごすことができる」
とここには書ききれないほどいいところを挙げ
てくださいました。
　また、【観光グルメ地域情報】と【フォトギャ
ラリー】のページに「いいね！」をしている方（つ
まりいちき串木野のファン）の約半数が市外に
お住いの方だそうです。以前住んでいたり縁の
あった方が、ふるさとを懐かしく思ったり、興
味があってページを見てくださっているのかも
しれませんね。
　映画館もショッピングモールもないけど、特
別じゃない魅力にあふれるいちき串木野市。み
なさんもフェイスブックでいちき串木野の魅力
見つけてみませんか。

　来年７月 20 日の薩摩藩
英国留学生記念館オープン
に向けた準備の様子を政策
課の担当者が投稿していま
す。地区住民と一緒になっ
た取り組みや、貴重な資料
の収集、記念館の建設状況、

PR 活動の様子など、オープンに向け奔走して
いる様子がわかります。

市の公式フェイスブック こちらも面白い！

食のまちいちき串木野 市来若者隊

いちき串木野総合観光ガイド

薩摩藩英国留学生記念館
SATSUMA STUDENTS MUSEUM －準備室－

やっぱりいちき串木野は

利用は気を付けよう！
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「総合体育館には、トレーニングルームがある」と聞いて、気になる方も多いはず！
　　ということで、取材に行ってきました。

　トレーニングマシーンは全部で15台あります。マシーンは、エアロバイク、
ランニングマシーン、上半身と下半身を鍛えるマシンが数台ずつ。どれも負
荷（運動強度）を調節できるようになっているので、最初は、軽い負荷から
無理なく始めるのがコツだそうです。

　まずは、受付を済ませ、トレーニングルームへ。予約は不要です。料金は市内の方は１時間100円と格安。
この日は３名の方がトレーニング中。管理人の方によると、１日平均20～25名のご利用があるようです。

総合体育館トレーニングルーム
●利用時間　8：30～ 22：00
●休 館 日　月曜日（月曜日が祝祭日の場合は
�������������������翌平日が休館日）
●利用料金（市民１人あたり）

（※）更衣室のみの利用は無料
●問合せ　市民スポーツ課　☎21-5129

←体脂肪計もあり、体
重・脂肪量・筋肉量な
どを計測してくれるの
で、トレーニングの励
みになりそうです。

施設 大人 高校生以下
トレーニングルーム １時間 100円 50円
ランニングロード １回　 100円 50円
シャワー（※） １回　 50円 30円

　この日快く撮影に応じてくだ
さった中養母孝行さん。ご利用
は今日が初めてということでし
たが「マシンも本格的だし、屋
内でも運動ができるのは魅力で
す」と気持ちのよい汗を流して
いました。

まちの
話 題

日本女子バスケットボール
屈指の好カード開催

　11月16日、
市の総合体育館
で、日本女子バ
スケットボール
協会の公式戦
が 開 催 さ れ、
1500人の観衆
が、日本代表の
７人の選手も出
場するリーグ屈
指の好カードを楽しみました。
　試合は序盤から高さに勝る「JX-ENEOＳサンフ
ラワーズ」が得点を重ねましたが、第３クオーター
から「三菱電機コアラーズ」が３ポイントシュー
トなどで反撃を開始。２点差まで詰め寄ったもの
の、最終クオーターでＪＸが反撃を振り切り、68
対53でJXが勝ちました。
　試合を観戦した串木野西中学校バスケットボー
ル部のキャプテン杉山彩花さんは、「パスのスピー
ドが速くてシュートがきれい。見た目もプレーも
かっこいい」と間近で見る一流選手の試合に感動
したようでした。
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　11月17日、お宝さがしウォークラリー「トレ
ジャークエスト」が開催され、市内外から430人が
参加し、市街地を舞台にお宝探しを楽しみました。
　これは、商工会議所青年部が、「いちき串木野に
来てもらい、知ってもらい、歩いて体感してほしい」
と今年初めて企画したもので、市内に残る徐福伝説

市街地を舞台にお宝さがし の徐福が、市内にお宝を隠したという架空のストー
リーに沿って、参加者が市街地に散らばるヒント
をたどり、キーワードを集めてお宝を探し出す体
感ゲームです。
　約半数の参加者が市外の方ということもあった
のか、配られた地図を片手に街を歩く参加者の姿
が多くみられました。
　鹿児島市からバスツアーで会社の同僚と参加し
た女性は、「街は意外と坂が多かったけど、こんな
ゲームは初めてで楽しかったです。と満足した様
子でした。

　ウォークラリーの途中で参
加者の携帯電話に緊急ミッ
ション。送られてきた写真を
ヒントに、宝箱が隠された場
所を探します。ゆっくり歩い
て参加していても楽しめる仕
掛けが心地よかったです。

　11月１日から11月４日を
中心に、いちきアクアホー
ル、ドリームセンターでは
絵画・生け花などの作品展
示、市民文化センターでは
五ツ太鼓や日本舞踊などの
芸能発表が開催され、日頃
の文化活動の成果披露され
ました。
　また、11月４日には菊花
展表彰式も開催されました。

いちき串木野市文化祭開催

第15回学童親善ドッジボール大会

　12月8日いちきアクアホールでライオンズクラ
ブ旗争奪学童親善ドッジボール大会が開催され、
市内小学校3年生から6年生の児童約300人（20
チーム）が参加して行われました。
　児童の力一杯のプレーに保護者や児童は大きな
声援を送るなか、決勝ではアタックとそのボール
を取るディフェンスの一進一退の白熱したゲーム
が行われ、「一撃必殺」チームが優勝しました。

照島にクリスマスイルミネーション

�　照島神社前にあるなぎさ公園に今年も素敵な
クリスマスイルミネーションが点灯しています。
　これは、「照島を元気にする会」が企画してい
るもので、今年で５回目となります。
　点灯期間は1月10日ごろまでで、平日は18：
00～ 21：00、土日は22：00まで、大晦日はオー
ルナイトで明かりがともされます。
　素敵なイルミネーションをぜひご覧ください。

 赤いゼッケンは優勝した照小6年「一撃必殺」チーム
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まちの 話 題

いちき串木野の紅葉スポット 快挙！県少年柔道大会で金銀ラッシュ

　冠岳地区にある冠嶽園付近では11月下旬から
12月中旬にかけて、モミジやイチョウがきれい
に色づきました。
　11月23日に開催された冠岳山市では天候にも
恵まれ、見頃となった紅葉を楽しむ姿も多く見ら
れました。

　８月25日に開催された第29回県少年柔道学年
別練成大会で、忠氣道場の児童５名が、学年ごと
に70～ 100名が出場する無差別級個人戦トーナ
メントに出場し、見事な成績を収めました。
　週３回Ｂ＆Ｇ体育館で練習に励む子供達は、同
じ道場に通う上級生や中学生などとも練習を積ん
できたということで、練習の成果が十分に発揮さ
れた大会となりました。おめでとうございます。
　また、５年生の粂凌平君は、10月14日に行わ
れた全国大会の県代表選手にも選ばれました。

目指せ国立競技場！
神村学園男子サッカー部

　11月17日に開催された第92回全国高校サッ
カー選手権大会鹿児島県予選で、神村学園が優勝
し、３年ぶり４回目の全国大会への切符を手にし
ました。
　県予選大会は32チームが参加して行われ、監
督の竹元真樹さんは「対戦チームは各地区の予選
を勝ち抜いてきたチームだけにどのチームも力が
あり、厳しい戦いでした」が、持ち前の超攻撃サッ
カーを核にチーム一丸となって勝ち抜き、年末か
ら正月にかけて行われる全国大会への出場を決め
ました。
　全国大会での目標を伺うと「（ベスト４以上が
行ける）国立競技場です」と答えてくださいまし
た。７年後の東京オリンピック開催に伴い今の国
立競技場では最後となる全国大会。全国でのご活
躍を期待しています。

18年連続21回目の全国大会出場！
神村学園女子駅伝部

　11月１日に指宿市で行われた女子第27回鹿児
島県高等学校駅伝競走大会で神村学園が１時間９
分33秒で優勝し、全国大会への切符を手にしま
した。
　レースは７月に行われた世界ユース選手権大会
女子3000ｍで７位に入った野添佑莉さんが１区
でトップに立つと、その後も一度もトップを譲ら
ずにゴールしました。
　また、11月16日に指宿で行われた女子第25回
全九州高等学校駅伝競走大会でも優勝。タイムも
県大会より１分弱縮め、12月22日の全国大会に
向けいい結果を残すことがでました。
　全国でのご活躍を期待しています。

５年
粂　凌平

くん

３年
宮永凌賀

くん

３年
脇田　鈴

さん

２年
久木野隼矢

くん

２年
粂　杏平

くん
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まちの 話 題

市・小中学校音楽発表会

事業所の安心・安全は任せて！『女性に対する暴力を
なくす運動』啓発

収穫に感謝　田
た
の
の
神
かんこう
講

　11月13日、市民文化センターで、保護者など
多くの市民に来場いただき、市内の小・中学校の
児童生徒が合唱や合奏等の練習の成果を発表する
音楽発表会が開催されました。
　「世界がひとつになるまで」の全員の合唱で始
まった音楽発表会は、合唱や吹奏楽のほか、下駄
のタップダンスや、竹太鼓を披露する学校もあり、
各学校がそれぞれの特色を生かした発表が続き、
観客も大きな拍手を送っていました。

　いちき串木野市防火管理協会（溜池一孝会長　
会員123事業所）は、10月28日いちき分遣所訓
練場で、第８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
と自衛消防隊の消火技能の向上のため行ってお
り、屋内消火栓競技に男女12チーム24名、消火
器競技に24名の選手が参加し、「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位は次のとおりでした。
○屋内消火栓操法競技
　男子の部　日本地下石油備蓄㈱串木野事業所
　　　　　　（荒川祥太郎さん・中木屋隆成さん）
　女子の部　特別養護老人ホーム　潮風園
　　　　　　（前原香織さん・八牟禮絹子さん）
○消火器取扱競技
　男子の部
　榎本翔さん（日本地下石油備蓄㈱串木野事業所）
　女子の部
　前原香織さん（特別養護老人ホーム　潮風園）

　11月12日から25日の『女性に対する暴力をな
くす運動』に合わせ、串木野庁舎・市来庁舎の玄
関ロビーに運動のシンボルであるパープルリボン
を結ぶツリーを設置。各庁舎等に訪れた方々にド
メスティック・バイオレンス（DV）防止を訴え
ました。
　今回の運動には、市来農芸高校草花班からベン
ジャミンの鉢植えをまた、国際ソロプチミストい
ちきくしきのからは相談窓口を紹介するカードの
入ったポケットティッシュをいただきました。

　田んぼを守り、豊作をもたらす田の神さあ。そ
の田の神さあに今年の収穫を感謝する田の神講が
中福良集落で11月22日にありました。
　当番の「座元」「送り」「迎え」と呼ばれる３名
が、稲わらで作った「つと（筒）」にモチを入れ
田の神さあの肩にかけ、赤飯とお神酒をお供えし
て祝いました。
　その後、子供たちは田の神さあからおすそ分け
をいただきました。秋の収穫に感謝です。

　暴力は、相手が男性であっても女性であって
も、例えどのような間柄でも決して許されませ
ん。DVで悩んでいる方は、ひとりで悩まず相
談してください。
●鹿児島県男女共同参画センター
　099－221－6630／6631（9：00～ 17：00月曜日休館）
●緊急の場合は、110番へ
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まちの 話 題

おたから発見★
いちき串木野検定

冠岳登山体験活動

ひと月早いクリスマス
チョコレートのプレゼント

串木野クリーンセンターを除草

「花さき山」が県図書館大会で表彰

　11月24日、いちきアクアホールで、串木野青
年会議所主催の「おたから発見★いちき串木野検
定」が開催されました。
　市内の観光地や歴史、地理、特産品などがクイ
ズになったご当地検定に、小学生を含む29人が
挑戦しました。検定に併せて発売された「おたか
ら発見いちき串木野ガイドブック」で勉強されて
きた方の中には、満点に近い高得点を取られる方
もいて、大いに盛り上がりました。

　11月２日、冠岳登山体験活動が市内の小・中
学生など58名が参加し開催されました。
　午前９時すぎに冠岳展望公園をスタートして、天
狗岩、西岳神社、材木岳、煙草神社で景色を楽しみ
ながら、正午ごろ冠岳展望公園へゴールしました。
　雨が心配されましたが、寒くもなく登山するに
は絶好の天気となり、郷土の霊峰「冠岳」登山を
達成した参加者は、気持ちのよい汗を流しました。

　今年も市内の保育園や幼稚園などにチョコレー
トのプレゼントがありました。
　ひと月早いクリスマスプレゼントの贈り主は大
阪府のオリムピア製菓(株)�代表取締役冨永道代
さんからで、同社創業者の故冨永嘉蔵さん（旧市
来町出身）が『初めてチョコレートを食べた感激
を子供たちに味わってほしい』との思いから、毎
年チョコレートを届けていただいております。
　届けられたチョコレートを、代表して受け取っ
た市来保育園の子どもたちは、ひと月早いクリス
マスプレゼントに大喜びでした。
　ありがとうございました。

　10月29日、串木野下水道協会が毎年実施して
いるボランティア除草作業が串木野クリーンセン
ター敷地内で行われました。
　今回で16回目となる作業には、協会に加入さ
れている16社20人の皆さんが参加されました。
　ありがとうございました。

　11月20日、県民交流センターで鹿児島県図書
館大会が開催され、串木野小学校を中心に活動し
ている読み聞かせボランティアグループ「花さき
山」が優良読書グループとして表彰されました。
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まちの 話 題

統計功績者表彰受賞

元気いきいきフェスタ2013
（保健福祉大会）にわあがり（収穫祭）

県へき地・小規模校教育
優秀校に荒川小学校

　11月20日、長年にわたり各種統計調査に功績
があり、統計行政の発展・向上に大きく貢献され
たとして、本市の統計調査員の方々が受賞され、
伝達式が行われました。
　統計調査は、統計調査員の方々の地道な調査活
動によって支えられています。今後とも統計調査
に対する市民の皆様のご理解とご協力をよろしく
お願いします。
　なお、受賞された調査員は、次のとおりです。

（敬称略）
○経済産業大臣表彰
　前薗　久子（汐見町）
○鹿児島県統計協会会長表彰
　荒田　真澄（塩屋町）
　宮川　真由美（袴田）

　11月26日、いちき串木野市市民文化センター
で「健康な人づくりで豊かな郷土を築こう」をス
ローガンに、元気いきいきフェスタ2013が開催
され、約650名の参加がありました。
　オープニングセレモニーでは太陽保育園園児に
よる踊りや歌が行われました。その後、保健福祉
関係の表彰や金婚者のお祝い、高齢者クラブ会員
によるアトラクションや健康づくり運動普及推進
員による健康体操、いちき串木野市医師会　在宅
医療推進室の細樅和誠さんによる「元気で過ごす
ためのながら運動」と題した講演会がありました。

　11月24日、羽島交流センターにある田の神さ
あの前で「にわあがり（収穫祭）」があり、地域
の住民約50名が参加しました。
　これは、収穫に感謝し行われていた田の神相撲
大会を３年前に復活したものの、今年は参加する
子どもが少なく開催できず、地域住民が親睦を深
める場として「にわあがり」に変更して開催した
ものです。
　地域の方々は、おにぎりや郷土料理を持ち寄り、
羽島に伝わる棒踊りなどもあり、収穫を祝うひと
時を過ごしました。

　10月18日、小規模校のよさを生かした優れた
教育実践や特色ある取組を行っている学校とし
て、荒川小学校が鹿児島県から表彰されました。
　和太鼓の演奏活動、地域と連携した「米作り」
「合同運動会」「文化祭」、地域の自然を生かした「荒
川の山登り」「田んぼの農道での持久走大会」「お
別れ遠足」、「鹿児島大学と連携した国語科の研究」
「個に応じた指導の充実」、地域行事「ほたるでナ
イト」への協力など、小規模校のよさを生かした
教育活動が評価されたものです。
　荒川小学校の活動は、鹿児島らしい教育の実現
に寄与するものと期待されています。
　おめでとうございます。
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まちの 話 題

第８回市地区対抗駅伝競走大会

第61回　串木野弓道大会

第50回市内バドミントン
大会開催

　11月24日、快晴の空のもと、串木野新港周回
コースで、第８回市地区対抗駅伝競走大会が開催
され、参加した選手たちが一本のタスキを懸命に
つなぎました。15チーム、12区間で競われた今
大会は、湊地区が優勝を飾り、準優勝羽島地区、
３位上名地区でした。
●区間賞（敬称略）
　　区　間　　　　　氏　名　　　　　タイム
１区（中学男子）　松﨑　雄大（生福） ５′01
２区（小学男子）　軸丸　広大（上名） ３′08（新）
３区（一般男子）　冨迫　俊佑（湊）　 ５′01
　　　　　　　　 大竹　英文（羽島）
４区（一般女子）　松﨑　歩惟（湊）　 ３′20
５区（中学男子）　松比良滉介（湊）　 ５′16
６区（小学女子）　岡田　菜野（野平）３′28
７区（10歳代）　　出木場風吹（川北）４′42
８区（小学女子）　中薗なつみ（野平）３′34
９区（中学女子）　久田ちひろ（湊）　 ５′33
10区（小学男子）　祐下　芳輝（上名）３′21
11区（一般男子）　赤﨑　康久（湊）　 ５′03
12区（一般男子40歳以上）大六野　力（生福）３′23

　９月29日、串木野弓道場で第61回串木野弓道
大会が開催されました。
　当日は、県内外から134人（計46チーム）の
参加があり、日頃の鍛練の成果を発揮されると同
時に、親睦を深めました。市内の方々の主な成績
は次のとおりです。（敬称略）

【団体の部】　　
○一般の部　　14位　串木野Ａ・14位　串木野Ｄ

【個人の部】　
○個人総合の部　　優勝　野澤貴子（串木野Ｄ）
○一般（男子）の部　　12位　橋口聖矢（串木野Ｃ）
○高校生の部　　優勝　吉峰　拓（神村学園Ｂ）
○中学生の部　　優勝　田中伶奈（神村学園中Ａ）

　11月17日、総合体育館で第50回市内バドミン
トン大会が開催され、中学生から大人まで99名
が参加し、一緒になって心地よい汗をかきました。
●各クラス優勝者（敬称略）
○男子（初級）ダブルス　岸川・満留
○男子（中級）ダブルス　米山・鏑流馬
○男子（上級）ダブルス　川崎・宮下
○女子（初級）ダブルス　久木野・上原
○女子（中級）ダブルス　荒田・若竹
○女子（上級）ダブルス　原口・田村
○混合（初級）ダブルス　岸川・浦嶋
○混合（中級）ダブルス　米山・松元
○混合（上級）ダブルス　川崎・原口

優秀教職員表彰受賞

受賞した宇都教諭（左から2人目）
　川上小学校の宇都潤一郎先生が、学校教育でパ
ソコンなどを活用した教育に功績があったとし
て、11月26日に鹿児島県優秀教職員表彰を受賞
されました。
　宇都先生の指導のもと川上小学校では、児童が
学校教育の様子をブログで投稿したり、全日本小
学校ホームページ大賞で「総務大臣賞」を受賞して
います。また宇都先生は複式学級におけるタブ
レットパソコンの活用などＩＣＴ活用の研究を進
めており、学校のホームページ充実や児童の表現力
育成に情熱を持って取り組んでいらっしゃいます。

４連覇した湊地区
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おしらせ版
　消防団が年末夜警を行います。
　消防団員が分団詰所等に待機するとともに、消
防ポンプ自動車等で所轄区域を巡回して警戒にあ
たります。
●日時　12月28日（土）・29日（日）
　　　　21：00～ 24：00

　平成26年いちき串木野市成人式を次のとおり
開催します。ご家族や市民の方も、ぜひご参列く
ださい。
●日　時　１月３日（金）
　　　　　受付10：30～ 10：55
　　　　　式典11：00～
　　　　　アトラクション11：40～
●会　場　市民文化センター
●対象者　�平成５年４月２日から平成６年４月１

日までに生まれた方（市外在住の方も
参加できます）

※駐車場は市役所串木野庁舎をご利用ください

●日　時　12月29日（日）　８：00～ 14：00
●場　所　浜町市場通り（ぴら～ど浜町アーケード）
●内　容
　<生産者ゾーン>�生産者や商店による生鮮食

料品等販売
　<匠ゾーン>�商店や職人の実演・技術体験
　<くつろぎゾーン>�こたつやストーブで暖か

い朝市を
　・ぜんざいの振る舞い　など
●問合せ　くしっのん盛り上げ隊竹原　☎32‐2514

　薬剤師の岩下弘美さんによる健康講座が開催さ
れます。
●日　時　１月26日（日）10：00～11：30
●場　所　いちきアクアホール　多目的室
●対　象　一般成人（定員100名　先着順）
●参加費　�無料（ただし申込書が必要。申込書は、

いちきアクアホールと中央公民館にあ
ります。）

●申込方法　�１月８日（水）までに申込書を記入の
上、いちきアクアホールまたは中央公
民館へ直接持参または FAX（33－5655）
でお申し込みください。

●問合せ　中央公民館　☎33－5655
※サプリメントについて疑問・質問も受け付けて
います。申し込みの際に記入してください。

【年末年始のごみ収集と直接搬入】
　　年末は12月30日（月）まで
　　年始は１月４日（土）から
　※�搬入時間は９：00 ～ 12：00、13：00 ～
16：00です。

●問合せ　串木野環境センター　☎32－2388

　年末年始は、市立図書館本館・市来分館ともに
休館とさせていただきます。
●休館日
　12月29日（日）～平成26年１月３日（金）
※１月４日（土）からは通常どおり開館します。

●日　時　１月５日（日）　９：00～
●会　場　市民文化センター
●内　容
　１　市民文化センター前庭での行事
　　（１）市長観閲（分列行進・車両パレード）
　　（２）消防団による放水訓練
　　　　　（本浦・照島分団）
　　（３）幼年消防クラブの規律訓練
　　　　　（市来幼稚園幼年消防クラブ）
　　（４）�新高規格救急車（消防署救急２号車）

及び新消防ポンプ自動車（羽島分団さ
ちかぜ号）の披露

　　（５）消防職員による救急・救助訓練
　２　市民文化センター内での行事
　　（１）幼年消防クラブの演技
　　　　（神村学園附属幼稚園幼年消防クラブ）
　　（２）消防団員等の各種表彰

※�　皆様方の多数のご参観をお願い
します。
　�　当日は車両パレードのため、付
近の道路が混雑しますので、通行
の際はご協力ください。
　�　なお、駐車場は、市役所駐車場
をご利用ください。

年末年始のごみ収集と直接搬入
生活環境課（☎33－5614）

平成26年いちき串木野市成人式
社会教育課（☎21－5128）

薬剤師による健康講座の開催
指定管理者㈱図書館流通センター　   

平成26年消防出初式
消防本部（☎32－0119）

29 日・30 日の搬入は大変混雑（約１時間待ち）
します。ごみは計画的に、時間にゆとりをもって
搬入しましょう。

年末年始の休館のお知らせ
文化振興課（☎21－5113）・指定管理者㈱図書館流通センター  

「市民一人ひとりが火の取扱いには十分注意し、
火災のない年末年始を過ごしましょう！」

消防本部（☎32－0119）

第２回いちき串木野まちなか市
『浜ん馬場ん朝市～年の市スペシャル』開催

水産商工観光課（☎33－5638）
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　今年は、全国一斉に３年ごとに行われる民生委員児童委員と主任児童委員の改選の年です。
　いちき串木野市民生委員児童委員及び主任児童委員が、次の方々になりましたので、お知らせし
ます。
　なお、任期は平成25年12月１日から平成28年11月30日までとなっています。

民生委員児童委員及び主任児童委員が変わりました
福祉課（☎33－5618）

〔北地区協議会〕
地区 担当地区 氏　名

上
名
・
旭

大薗・小薗・河内 井之原　　　丈
麓・浅山 樋　口　忠　志
袴田 尾　崎　法　一
袴田 岩　下　カズ子
薩摩山・浜ヶ城 小　原　市　志
芹ヶ野 平　川　悦　子
金山 柴　田　葊　代
金山下・野下・深田上 新屋敷　智　子

大
　
　
原

日出町 三　堂　美津子
高見町 　野　加代子
大原南（住吉） 吉　峰　イツ子
大原南（下名） 中　川　和　子
大原町 安　部　牧　子
昭和通 神　薗　美知子
桜町 西　屋　千鶴子
中尾町 亀　﨑　千惠子

中
央
・
野
平

曙町 岩　永　敦　子
東塩田町 塩　屋　博　子
旭町 横　手　みち子
元町・栄町 田　中　美智子
市口・浜町 平　地　伸　子
汐見町 福　永　礼　子
春日町 池　田　幸　雄
野元・深田下 愛　甲　知律子
平江・三井 中　屋　いく子

本
　
　
浦

岳釜 濵　﨑　絹　子
新潟・木屋 佐　藤　キヨ子
西浜町 堀　内　和　代
港町 西　村　あけみ
本浦東 山　田　睦　子
御倉町 下ノ薗　眞　孝
浦和町 出　水　茂　子
新生町 冨　吉　光　義
小瀬・文京町 戸　越　　　聡

荒
川
・
羽
島

草良・大河内 山　下　トシ子
寺村・中向・荒川下 竹之内　茂　美
白浜・猪之鼻・河原 松　㟢　妙　子
野中栫・横須・松尾 久　保　一　夫
平身・浜東 池　野　清　隆
浜中・浜西 塰　泊　昭　子
光瀬浦・光瀬上・光瀬下・海土泊 新　村　政　廣
萩元上・萩元下・万福 萩　元　妙　子
平山・下山 萩　元　惟　士
土川 安　藤　　　强

主 任 児 童 委 員�
（ 北 地 区 全 域 ）

濵　田　兼　伍
松　原　慶　德

〔南地区協議会〕
地区 担当地区 氏　　名

冠
岳
・
生
福

宇都・岩下 久　保　ゆみ子
川畑・松下・久木野 松　野　ゆかり
上石野・大六野 良　井　正　博
下石野・福薗 福　薗　國　臣
鏑楠・山之口・中井原 松　田　和歌子
生野・坂下・ウッドタウン 久　保　逸　代

照
　
　
島

海瀬・八房 泉　　　順　子
別府 川　邉　紀代子
酔之尾 神　村　英　敏
酔之尾・酔之尾東 南　竹　節　子
ひばりが丘 富　田　トシ子
島平上 濱　涯　靜　江
田中中村 大　磯　守　子
須賀・崎下手・屋敷 永　井　富　子
照島下 長　崎　清　子
石川山 満　留　マチ子
塩屋町 尻無浜　むつみ
緑町 榎　木　孝　子
恵比須町 川　口　和　代

大
　
　
里

平佐原・松山 徳　重　利　己
払山・松原 川　道　貞　子
崎野・戸崎 室之園　久美子
堀・平ノ木場・中原 溜　池　麻　子
島内・迫田前 園　田　正　二
宇都・門前 佐保井　　　正
木場迫 紙　屋　睦　子
中福良・寺迫 木　﨑　靜　子
下手中・佐保井 中　尾　香　代
陣ヶ迫・池ノ原 重　信　政　廣
駅前 室之園　京　子

湊
　
　
町

外戸・観音ヶ迫 宇　都　榮　子
橋ノ口・恵比須 久　德　和　代
平向 淵　脇　靖　子
潟小路 内　村　政　憲
迫・安茶 前　田　貴　子
天神町 石　原　広　子
土橋町・栄町 有　川　由喜子
日ノ出町・祇園町 長谷川　　　學

川
　
　
上

牛ノ江・中組 吉　留　久　夫
内門・平木場 渕　脇　洋　子
木場・舟川前・舟川後 池　田　博　一
松比良・久福 ―――――
中ノ平前・中ノ平後 前　田　待　子

主 任 児 童 委 員�
（ 南 地 区 全 域 ）

福　田　惠　一
橋　口　正　己
藤　田　裕　子
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平成26年度市県民税（住民税）申告について平成26年度市県民税（住民税）申告について

　平成26年１月１日現在で、いちき串木野市に
住所のある20歳以上の方に市県民税申告書を１
月下旬までに配付予定です。ただし、次の要件に
該当される方には申告書を配付しません。

　・�65歳未満で前年が年金収入のみの方で、
年金額が98万円以下の方

　・�65歳以上で前年が年金収入のみの方で、
年金額が148万円以下の方

　・�前年が給与収入のみの方で、平成25年12
月に市県民税が特別徴収されている方

　・前年に確定申告（青色）をされた方

　平成25年中（１月１日～ 12月31日）の所得内
容（生活状況）が次のいずれかに該当する方は、
２月17日（月）から３月17日（月）までの申告
期間中に市県民税の申告が必要です。所得税の確
定申告をする方は、市県民税申告書による申告の
必要はありません。

●給与所得があった方で次のような方
　①�勤務先から市役所へ給与支払報告書の提出が
ない方

　②�給与所得以外に他の所得（利子・配当・不動
産・雑所得等）があった方

　③�平成25年中に退職し、その後就職されてい
ない方

　④医療費控除等を受けようとする方
　⑤ふるさと納税制度による寄附をされた方
●�営業、不動産または農業等による所得があった

方
●年金、恩給等を受けた方

※�遺族年金・障害年金など非課税年金を受給の方
は、申告が必要です。

◎重要
　国民健康保険及び後期高齢者医療保険（75
歳以上）に加入している方がいる世帯、また
は介護保険第１号被保険者（65歳以上の方）
がいる世帯の方は、家族など誰かの扶養親族
となっていても必ず申告書を提出してくださ
い。
　世帯内に申告のない方がいると、税額の軽
減を受けられない場合があります。

申告書配付について 申告に必要な書類

申告が必要な方

税務課（☎33－5616）

●平成25年中の所得を明らかにする書類
　・�給与所得、年金所得者の場合は、源泉徴収票
または給与支払明細書など

　・�営業等所得、農業所得者の場合は、収支を明
らかにする帳簿、領収書など

※�領収書、帳簿等必要書類が不足している場合に
は、申告書を作成できない場合がありますので、
領収書等を整理してから申告を行ってください。

●諸控除等の証明書、領収書等
　・医療費の領収書　
　・寄附金受領証明書
　・障害者手帳、障害者控除対象者認定書等
　・�生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料
の控除証明書

　・�国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介
護保険料、国民年金保険料等の支払証明書ま
たは領収書

※�国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護
保険料の支払証明書は、社会保険料控除額証明
書として、市県民税申告書の封筒にハガキを同
封します。

●印鑑（スタンプ印不可）
※�所得税の確定申告（還付申告）をされる方は、
振込口座が分かるもの（預金通帳など）が必要
です。

●寡婦（夫）控除・障害者控除を受けられる方へ
　�　寡婦（夫）控除や障害者控除を受けられる方
は、非課税措置を受けたり、税額を軽減できる
場合がありますので、申告の際にお申し出くだ
さい。（障害者控除を受ける際は、障害者手帳
や障害者控除対象者認定書を提示してくださ
い。）

●医療費控除を受けられる方へ
　�　医療費の領収書は、必ず「医療を受けた人」・
「病院・薬局」ごとに整理し、それぞれ１年間（１
月～ 12月まで）に支払った金額を集計してき
てください。

　�　また、支払った医療費に対して、健康保険の
高額療養費や生命保険金等で補てんされた金額
があった場合も、必ず金額を控えてきてくださ
い。

※�医療費控除とは、支払った医療費が還ってくる
ものではなく、１年間に支払った医療費が一定
額以上だった場合に適用され、一定額以上の医
療費を所得から差し引く控除の一つです。

申告の際のお願い
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　11月に実施されました大腸がん検診において、
検体容器が送付され、都合により受診できなかっ
た方は、未使用の容器をお返しくださるようお願
いいたします。（検体容器は、１本につき130円
します）
　なお、脱漏検診を２月に計画しています。
　受診予定者は返却せず、そのまま使用できます。
●返却場所　串木野健康増進センター
　　　　　　串木野庁舎健康増進課
　　　　　　市来庁舎市民課健康福祉係
●返却期間　12月27日（金）

　法人または個人が家屋の屋根・土地等に設置し
た太陽光発電システムは、償却資産として固定資
産税が課税される場合があります。
　次の表を参考に、１月１日（賦課期日）現在で
当該設備をお持ちの方は、１月末までに償却資産
の申告をお願いします。

※�パネルが家屋と一体となっている（建材型パネ
ル）場合、パネルについては、家屋として課税
対象となりますので申告の必要はありません。

※�経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発
電設備の認定通知書」がある場合は、固定資産
税の特例措置を受けることができます。

●問合せ　串木野庁舎　税務課　固定資産税係

◎�国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間のあ
る方へ

【追納をおすすめします】
　国民年金保険料の免除（全額免除・一部免除）・
若年者納付猶予・学生納付特例の承認を受けられ
た期間がある場合、保険料を全額納めたときより
も老齢基礎年金の受け取り額が少なくなります。
　そこで、これらの期間の保険料は、将来受け取
る老齢基礎年金を増額するために、10年以内で
あれば遡って納める（追納）ことができます。
　ただし、免除等の承認を受けた年度から起算し
て３年度目以降に追納する場合は、当時の保険料
に一定の加算額が上乗せされます。

※�手続き・相談窓口は市役所市民課または川内年
金事務所（☎22－5276）です。

・たこあげは、電線のない広いところで！
・魚釣りの竿が電線にふれるとあぶないよ！
・クレーン作業は気を付けましょう

　もし、電線にかかったときは、最寄りの九
州電力にご連絡ください。

問合せ　九州電力（株）川内営業所
　　　　☎0１20－986－802（コールセンター）

大腸がん検診の検体容器返却に
ついてのお願い

串木野健康増進センター（☎33－3450）

太陽光発電システムに対する
課税について

税務課（☎33－5617）

　償却資産とは、法人または個人で工場や商店な
どを経営している方、また、駐車場やアパートな
どを貸し付けている方が、その事業のために用い
ている構築物、機械、器具、備品等で減価償却の
対象となるものをいい、土地や家屋と同じように
固定資産税が課税されます。
　また、土地や家屋と異なり申告制になっており、
償却資産の所有者は毎年その償却資産が所在する
市町村の長に、その年の１月１日現在の償却資産
の状況を申告することになっています。
●具体的な例として次のようなものがあります。
　① 構築物～舗装路面、門・外灯、ゴルフ場のネッ
ト設備等、煙突、鉄塔、広告塔、フェンス緑
化施設、農業用施設、畜舎、受変電設備等

　② 機械及び装置～工作機械、建設用機械、農業
用機械、漁業用機械、食品加工設備、その他
機械設備等

　③ 船舶～モーターボート、砂利採取船、しゅん
せつ船等

　④航空機～ヘリコプター、グライダー等
　⑤ 車両や運搬具～大型特殊自動車（車両ナン
バーが０または９で始まるもの）、貨車、構
内運搬具等

　⑥ 工具器具・備品～建設・測定用工具、事務機
器類、電気器具、自動販売機、理美容業器具
類、陳列棚、医療器具類、スポーツ・娯楽業
器具類等

●次のようなものは、課税の対象になりません。
　①耐用年数が１年未満のもの
　②�取得価格が10万円未満の資産で、法人税法
等の規定により一時に損金算入されたもの

　③�取得価格が20万円未満の資産で、法人税法
等の規定により３年以内に一括して均等償却
するもの

　④自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
　※�ただし、②・③の場合であっても、個別の資
産ごとの耐用年数により通常の減価償却を
行っているものは課税の対象になります。

●問合せ　串木野庁舎　税務課　固定資産税係

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

償却資産（固定資産税）の申告について
税務課（☎33－5617）

発電量が 
10kw 以上

発電量が 
10kw 未満

個人（住宅用）
余剰買取または全
量買取を電力会社
と契約している場
合、申告が必要

申告は不要

個人（事業用） 申告が必要
法人（事業用） 申告が必要

電線の近くはあぶないよ
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　いちき串木野総合観光案内所では、本市ご当地
グルメ「まぐろ舵取り丼」の開発にも携わった、
本市出身で料理教室や料理本でもおなじみの「濱
﨑龍一シェフ」と地元料理店主を講師に料理教室
を開催します。
●日　時　１月12日（日）12：30～ 15：30
※作った料理は会場でお召し上がりいただきます。
●場　所　市内（参加者には後日連絡）
●定　員　30名（定員になり次第締切）
●参加料　1,000円（食材費込み）
　　　　　※当日お支払いください。
●申込み　�１月６日（月）までに電話または

FAXにていちき串木野総合観光案内
所へお申し込みください。

　　　　　受付時間９：00～ 17：00
　　　　　☎32－5256・FAX29－3320
濱﨑龍一氏　プロフィール
1963年　�いちき串木野市生まれ
1988年　�イタリアへ渡り「ダル・ペスカトーレ」

で修業
1989年　�帰国、乃木坂「リス

トランテ山崎」で
シェフをつとめる

2001年　�独立、東京南青山に
オーナーシェフとし
てイタリアンレスト
ラン「リストランテ濱﨑」を開店

2013年　薩摩大使　委嘱
　　　　いちき串木野観光大使　委嘱

　木工・建築大工の技術技能の習得を目的とした
入校生を募集します。
●募集科目　室内造形科・建築工学科
●受付期間　12月9日（月）～平成26年1月17日（金）
●応募資格　室内造形科　義務教育修了程度以上
　　　　　　（卒業見込者含む）
　　　　　　建築工学科　高卒程度以上
　　　　　　（卒業見込者含む）
●選 考 日　１月27日（月）
●選考方法
　室内造形科　［国語・数学］・面接
　建築工学科　［国語（現代文）・数学Ⅰ］・面接
　※�応募書類は県内各中・高等学校、県地域振興
局窓口、市役所水産商工観光課にあります。

●問 合 せ
　鹿児島県立宮之城高等技術専門校
　〒895－1804　薩摩郡さつま町船木881番地
　☎53－0207　FAX53－0993
　雇用保険受給者はハローワークへ

「濱﨑シェフ」と地元料理店主による
料理教室参加者募集

水産商工観光課（☎33－5638）

平成26年度県立宮之城高等技術
専門校入校生募集

水産商工観光課（☎33－5638） 消費者と販売事業者の皆さまへ
商品購入・販売時には不当表示に気をつけましょう

水産商工観光課（☎33－5638）

　社会保険労務士等による労働に関する制度や疑
問、トラブル、退職に伴う再就職・生活支援に関
する相談会を開催します。（予約者優先）
　なお労働問題ミニ講話も開催します。使用者・
労働者を問わず参加できます。（予約不要）
●相談事例
　賃金、時間外手当、退職金、年休など労働条件
に関する相談、解雇、転職に関する相談、雇用保
険他社会保険制度に関する相談、就職支援、職業
訓練制度に関する情報提供、年金、生活支援に関
する情報提供、年金、生活支援に関する情報提供
など
●月　日　１月27日（月）
●時　間　11：00～ 12：00労働ミニ講話
　　　　　13：00～ 16：00労働相談
●場　所　中央公民館２階　研修室・小会議室
●申込み　水産商工観光課
※�相談日以外でも県庁雇用労政課で電話相談をお
受けしています。

（平日9：00～12：00、13：00～17：00☎099－286－3188）

　不登校、高校中退者、ニート、フリーター、ひ
きこもり経験者等の若者に個別、継続的な進路就
労に関する相談を行い自立を支援します。
●対象者　15歳～ 39歳の当事者とその家族
●日時・場所
　第2・第4水曜日13：00～15：00ハローワーク伊集院
　第2・第４木曜日13：00～15：00ハローワーク川内
●相談料　無料
●予約・問合せ　かごしま若者サポートステーション
　　　　　　　　☎099－297－4949

　商品の品質や価格などは、消費者が商品・サー
ビスを選ぶ際の重要な判断基準になるため、その
表示は正しく、分かりやすいことが大前提です。
　ところが、商品・サービスの品質や価格につい
て実際よりも著しく優良または有利と見せかける
表示が行われると、消費者の適切な商品・サービ
スの選択が妨げられてしまいます。
　このため、景品表示法では、一般消費者に誤認
される不当な表示を禁止しています。

【例えば】
・�価格300円と表示してあるのに、500円で売ら
れた。

・�無添加表示しているが、添加物（酸味料・ゲル
化剤等）を使用していた。

・�実際は、３割引なのはごく一部の商品だけなの
に「全品３割引」と表示していた。
※�商品等を購入の際は、レシートをよく確認する
など気をつけましょう。

労働なんでも相談会
水産商工観光課（☎33－5638）

若者自立支援相談会
水産商工観光課（☎33－5638）
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ジュニアテニス体験教室INいちき串木野
参加者募集

市民スポーツ課（☎21－5129）

農業委員会委員選挙人名簿登載
申請について

選挙管理委員会（☎21－5125）

「子ども・子育て支援事業計画」
に係るアンケート調査の実施について

福祉課（☎33－5618）

　冬山のシーズンや初日の出のために登山を計画
される方が多くなると思いますが、楽しい登山を
するために次の点に注意しましょう。
　●�自分の体力・経験に応じた余裕のある計画を
立ててください。

　●�懐中電灯、雨具、防寒具などを携行してくだ
さい。

　●�無線機、携帯電話などの通信手段を携行して
ください。

　市では、市民総ぐるみによる「あいさつ運動」
の一環として、「あいさつ強調週間」を設け、取
組むことにしています。
　あいさつがあふれるまちづくりを目指して、地
域や職場、各機関や団体などにおいて、あいさつ
運動に積極的に取組んでいただきますようご協力
をお願いします。
●あいさつ強調週間
　１月14日（火）～１月20日（月）

　平成23年度、平成24年度の本市の農地の賃借
料は次のとおりでした。
　農地の権利設定（貸し借り）をする場合は、こ
の賃借料を参考に、地理的な条件や土地条件など
を考慮し、双方で十分協議のうえ賃貸借契約を締
結してください。

※�金額は、10アール当たりで100円未満を四捨五入して
います。
※�データ数が少ないため、中山間地、平坦地等の地理的
条件や、基盤整備地域、未整備地域の土地条件等の区
別はしていません。
※�この賃借料情報は、農地法第３条による権利の設定並
びに農業経営基盤強化促進法第18条による利用権の設
定に基づき、農地の賃貸借契約（農地の貸し借り）で
締結された賃借料を、農地法第52条の規定により、公
表するものです。

　現在、「子ども・子育て支援事業計画」の基礎
資料となる、アンケート調査を実施しています。
　対象となられた世帯の方は、回答のうえ、行政
嘱託委員に返却くださるようご理解・ご協力をお
願いします。

●日　時　１月12日（日）13：00集合
●場　所　いちき串木野市Ｂ＆Ｇ海洋センター
●内　容　�ジュニア用テニスラケットとボールを

使ったテニス初心者のための教室
●対象者　テニス未経験の小学生
●定　員　30名
●参加料　無料（保険は各自ご加入ください）
●申込締切　１月５日（日）
●申込・問合せ　鹿児島県テニス協会（馬渡雅之）
　　　　　　　 ☎080－1768－2964
　　　　　　　 FAX�099－201－5296
※�指定の申込用紙を郵送またはＦＡＸでお申し込
みください。

山岳遭難防止について
まちづくり防災課（☎33－5631）

「あいさつ強調週間」の実施について
社会教育課（☎21－5128）

農地の賃借料の公表
農業委員会（☎33－5647）

【平成 23 年度】　　　      （単位：円／ 10 アール・件）
区　分 地目 平均額 最高額 最低額 デ－タ数
串木野 
地　域

田 12,000 24,500 6,800 11
28

畑 7,700 11,300 4,400 17
市　来 
地　域

田 10,400 19,300 4,100 41
53

畑 6,800 10,100 4,900 12
計 81

【平成 24 年度】　　　      （単位：円／ 10 アール・件）
区　分 地目 平均額 最高額 最低額 デ－タ数
串木野 
地　域

田 8,600 15,100 6,500 15
36

畑 10,000 25,000 4,600 21
市　来 
地　域

田 10,600 19,500 3,300 78
95

畑 4,100 9,000 2,500 17
計 131

　農業委員会委員選挙人名簿は、毎年１月１日現在
で有権者が提出した登載申請書に基づき作成されま
す。登録資格があっても、申請をしないと名簿には
登録されず、投票や立候補ができません。
　資格のある方は、必ず登載申請書を提出してく
ださい。
●登録資格を有する方
　①　10アール以上の農地を耕作している方
　②�　①の同居親族または配偶者で、１年に60
日以上耕作に従事する方

　③�　10アール以上の農地を営む農業生産法人
の組合員または社員で１年に60日以上耕作
に従事する方

　④�　①から③までのいずれかに該当し、平成６
年４月１日までに生まれた方

●申請書の提出期限　１月10日（金）
●申請書提出先
　　・農業委員会事務局（串木野庁舎２階）
　　・産業経済課（市来庁舎１階）
※�申請用紙は、平成25年登録者には行政嘱託員
に配布・取りまとめを依頼しますが、新規に登
録申請される方は行政嘱託員に申し出てくださ
い。
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　本市の魅力ある特産品の数々をお世話になった
方々に「いちき串木野づくしセット」を贈ってみ
ませんか。自家用としてもご利用できます。
●期　間　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、ポンカ

ン、塩干物、ちりめん、ハム、お菓子、
醤油など全50種類の商品から組み合
わせることができます。

●価　格　�セット価格（税・送料込）3,000円・
3,500円・4,000円・4,500円での販売

●申込・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。

ご贈答用等に市特産品詰合せを
贈ってみませんか

水産商工観光課（☎33－5638）
☆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）
　11 月 15 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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くん

「浄化槽で　町をいきいき　きらきらと」（平成25年度標語最優秀賞）

環境を守り、生活を便利にする合併処理浄化槽を設置しましょう
上下水道課（☎21-5157・☎21-5158）

　合併処理浄化槽は、
①家庭から出る汚水をきれいな排水にして流せるので河川などがきれいになります。
②水洗トイレで毎日の生活が快適になります。
③設置スペースは、乗用車１台分程度です。
④設置工期が短く、すぐに使用できます。

　単独処理浄化槽及びくみ取り便槽から合併処理浄化槽に転換すると補助金が出ます。また、その際市内業
者が施行すると補助金が加算されます。

合併処理浄化槽の場合 単独処理浄化槽の場合

補助金制度

人槽 ５人槽 ７人槽 10 人槽
施工業者 市内業者 市外業者 市内業者 市外業者 市内業者 市外業者

補助金額
　くみ取り便槽から 432,000 円

332,000 円
514,000 円

414,000 円
648,000 円

548,000 円　単独処理浄化槽から 542,000 円 624,000 円 758,000 円
　合併処理浄化槽から 332,000 円 414,000 円 548,000 円

単独処理浄化槽を撤去した場合 90,000 円が別途加算されます（市内・市外の施工業者は問いません）

補助金の区分（平成 24年度から平成 27年度）
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●問合せ　市立図書館　☎33‐5655

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㈱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 １月７日（火）�
荒川小休み ９コース １月16日（木）

２コース １月８日（水） 10コース １月21日（火）

３コース １月９日（木） 11コース １月22日（水）

４コース １月10日（金） 12コース １月23日（木）

５コース １月14日（火） 13コース １月28日（火）

６コース １月15日（水） 14コース １月29日（水）

７コース １月17日（金） 15コース １月30日（木）

８コース １月20日（月）

　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

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3日 10日17日 2４日 31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

休
　
み

○ ○ ○ ○ 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

7日 14日21日 ― ―
心配ごと
相 談 員

火 火 火 ― ―

○ ○ ○ ― ―

12月の市税・保険料納期
税務課（☎33-5682）

国 民 健 康 保 険 税　第５期
後期高齢者医療保険料　第５期
介 護 保 険 料　第５期

12月25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、12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・届出印をご持参のうえ、お
手続きください。

みんなの税 みんなで作る みんなの未来
（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。

お　く　や　み　（11 月届出分）

故　人 年齢 住所または�
公民館

喪主または
届出人

大　里　ミ　カ 96 小 瀬 大里　則雄
須納瀬　ス　ミ 93 大 原 南 須納瀬　保
濵　口　タ　ニ 80 本 浦 東 濵口　一義
樋ノ口　サ　ヨ 94 寺 迫 樋ノ口　豊
後　夷　和　子 84 港 町 池田　惠子
古　河　フ　ク 92 上 石 野 古河　和秀
濵　田　ユリ子 76 佐 保 井 濵田　大助
小　杉　秋　弘 50 袴 田 前之園浩子
木　下　キ　ミ 80 大 六 野 木下　文江
平　石　フ　チ 88 万 福 平石祐一郎
宝　来　盛　幸 77 草 良 宝来幸太郎
中　村　ス　ガ 85 ひばりが丘 中村　清市
上　原　ヨシ子 85 潟 小 路 上原　正昭
下　池　一　也 88 松 原 下池千枝子
松　山　秀　利 78 松 山 松山　節子
若　松　ヱミ子 69 門 前 若松　利郎
山　本　　　繁 76 金 山 山本シゲミ
尾　辻　ミ　ナ 102 市 口 下村　礼子
北　山　智恵子 55 旭 町 北山　　章
竹　原　ミ　チ 96 日 出 町 竹原　功
久　保　　　林 93 高 見 町 久保　道行
山　本　一　美 86 元 町 山本　浩昭
原　　　光　夫 84 堀 原　タミ子
津　島　一　男 84 酔 之 尾 津島　宏一
山　下　繁　人 53 緑 町 山下　陽子

（届出人が同意された方を掲載してあります）
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かわいい天使たち（10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）

内田　凛
りん

ちゃん
（袴田）

お母さんみたいな思いやりのあ
る子に育ってね

父：大介さん・母：梨奈さん

笹田　凰
こう

雅
が

くん
（別府）

明るく、元気な男の子に
育ってほしい

父：和幸さん・母：加代子さん

富田　光
ひかる

くん
（天神）

ひかるぅ～♡

父：祐司さん・母：香織さん

井手　貫
かん

太
た

くん
（酔之尾東）

壮亮兄ちゃんと仲良く♪
逞しく大きく育て！！

父：恭兵さん・母：茉子さん

木下　依
い

咲
さき

ちゃん
（桜町）

お兄ちゃんと仲良くニコニコ
元気に育ってね

父：哲也さん・母：美歩さん

長谷　歩
ある

星
せ

くん
（小瀬）

元気にすくすく育ってね☆

父：和樹さん・母：香世子さん

古垣　慶
らい

迅
しん

くん
（曙町）

笑い顔も泣き顔も変顔も
すべて世界一だよ♡

父：圭弘さん・母：都さん

山下　真
まさ

義
とも

くん
（恵比寿町）

元気にのびのびと大きく
育ってね。

父：孔明さん・母：かおりさん

川嵜　建
けん

知
と

くん
（中井原）

一緒に楽しく !! 元気に !!
大きくなろうね

父：秀弥さん・母：さやかさん

大塚　結
ゆ

愛
あ

ちゃん
（上名）

元気に生まれてきてくれて
ありがとう。みんなの宝♡
父：祐輝さん・母：由美子さん

今尾　煌
きら

くん
（平江）

パパより大っきく育ってね！
煌だぁ～いすき♡

父：一隆さん・母：このみさん

栄楽　美
み

遥
はる

ちゃん
（昭和通）

生れてきてくれてありがとう♡
大好きだよ♡

父：直樹さん・母：美矩さん

黒木　健
けん

介
すけ

くん
（ウッドタウン）

元気で人にやさしい子に
育ってね☆

父：隆之さん・母：真澄さん

平石　恵
けい

人
と

くん
（東塩田町）

生れてきてくれてありがとう♡

父：健吾さん・母：亜衣さん

田島　和
のど

佳
か

ちゃん
（港町）

潤乃お姉ちゃんに負けず、
大きくなーれ !!

父：誠さん・母：理絵さん
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