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今月の表紙今月の表紙
もちつきは大変
　　「よいしょ〜！」
　照島小学校の児童が自分達で収穫した米を
使って餅つきです。杵と石臼でついたお餅に
カライモを混ぜると、もちがさらに伸びてつ
くのも大変！地域の方が力を貸します。
　照島小学校では５年生が、別府地区の高齢
者を中心とした協力隊のお手伝いをもらい、
米作りをしています。昨年はもち米９俵を収
穫。この日、協力隊と一緒にお餅やねったぼ
を作り、皆で美味しくいただきました。



「『日本再興戦略』改定2014」を着実に実行
するとともに、産業競争力会議や、政労使会
議での議論を通じ、好調な企業収益を、設備
投資の増加や賃上げ・雇用環境の更なる改善
につなげることにより、地域経済も含めた経
済の好循環の更なる拡大を実現するものとし
て経済対策に取り組んでおります。この流れ
の柱となるものが「まち・ひと・しごと創生
法（地方創生法）」による人口減少対策・地
域経済の活性化であり、将来にわたって活力
ある日本社会を再生するために大きな役割を
果たすものと期待しております。
　本市においては、地域経済の活性化を図る
ため、昨年度、西薩中核工業団地の未分譲地
を市で買い入れ、10年間無償で企業に貸与
する制度を創設するとともに、企業誘致補助
金の充実を図り、積極的に働く場の創造に努
めました。早速、濵田酒造株式会社傳藏院蔵、
プリマハム株式会社鹿児島工場などが新制度

　新年明けましておめでとうございます。

　市民の皆様には、日頃から市政に対する温
かいご理解と絶大なご協力を賜り、厚くお礼
申し上げます。今年は市制施行10周年の記
念すべき年であります。この10年、着実に
市政発展への基盤を固めてまいることができ
ました。ここに新年を迎え、本市の一段の躍
進を期して、市政発展に邁進することをお誓
い申し上げます。
　我が国経済は、アベノミクス効果により株
価等明るい兆しは見えるものの、賃金上昇・
地方経済への波及など、まだまだ十分ではな
く、景気回復の実感が地方にまで届いていな
い状況にあります。このような中、政府は大
震災からの復興を加速させるとともに、デフ
レからの脱却を確実なものとし、経済再生と
財政再建の双方を同時に実現していくため、

「経済財政運営と改革の基本方針2014」及び

新年のあいさつ いちき串木野市長　田 畑　誠 一

東海大橋からの日の出
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西薩中核工業団地に工場を増設した濵田酒造㈱ 工場増設工事が進むプリマハム㈱鹿児島工場



いちき串木野　食の祭典」が開催され、さら
に多くの観光客でにぎわうこととなります。
　10周年を迎え、人でにぎわい、さらに生
き生きと輝くいちき串木野市の飛躍の年にな
るものと期待しております。
　現在の社会情勢のもと本市に課せられてい
る課題は、多岐・多様にわたりますが、今後
も、市民の皆様と行政との協働によるまちづ
くりを市政運営の基本として、魅力ある地域
社会を創造していきたいと考えております。
　平成27年も、これまでの諸施策の成果を
踏まえつつ、本市の将来都市像である「ひと
が輝き 文化の薫る 世界に拓かれたまち」を
目指し、より一層、市民の皆様と相互に情報
を交換しながら連携し、創意と工夫を凝らし、
希望の持てる明日のいちき串木野市のまちづ
くりのため、全力を尽くす所存であります。
　市民の皆様におかれましては、本年も市政
に対しまして、なお一層のご指導をたまわり
ますとともに、ご支援とご協力をお願い申し
上げ、皆様の益々のご健勝とご多幸を祈念し、
新年のごあいさつといたします。

を活用し、工場の増設に取り組んでいただき、
新たな雇用の場が産まれたところであります。
　また、一昨年10月には総合体育館がオー
プンし、１年間で３万人以上の皆様が利用さ
れ、よろこんでいただいております。そして
昨年7月20日には、薩摩藩留学生渡欧の地、
羽島に「薩摩藩英国留学生記念館」がオープ
ンし、すでに県内外から３万人を超える来場
者に観覧いただき、大変好評を得ております。
今年は交流人口拡大に更なる経済効果を高め
るため、串木野市漁業協同組合が串木野イン
ター近くの総合観光案内所隣接地に漁協直営
のレストランをオープンします。このエリア
は、今後、直売所・総合観光案内所を新たに
建設し、食の拠点エリアとして整備を進めて
まいります。
　昨年、100周年を迎えた市来駅では、利便
性の向上を図るため駅前整備を進めるととも
に、駅構内のバリアフリー工事に取り組み、
高齢者や障がい者にも利用しやすい駅の整備
に努めます。
　秋には第30回国民文化祭・かごしま2015も
開催され、「シンポジウム金山の歴史」「薩摩
藩英国留学生フェスティバル」「国民文化祭in
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食の拠点エリアに４月オープン予定の串木野市漁
協直営レストラン（完成予想図）

バリアフリー化が予定されている市来駅

㊤来館者で賑わう館内
㊧７月20日にオープンした薩摩藩英国留学生記念館



おしらせ版
　教室に参加すると、お得な情報をお伝えします。
●日程と内容

●時　　間　 ９：30 ～ 12：00
　　　　　　（３回目の２月４日のみ13：00終了予定）
●場　　所　串木野健康増進センター
●対 象 者　 市内居住の40歳から74歳の方で、

過去１年以内の特定健診、人間ドッ
ク、 病 院 で の 血 液 検 査 の 結 果 が
HbA1c6.5％以上の方

●募集人員　先着20名
●申込期間　１月５日（月）～１月16日（金）
　　　　　　串木野健康増進センターまで
※ 治療中の方は、運動の可否など主治医に相談の

うえお申し込みください。

　市学校給食会では、平成27年度給食物資の納入
を希望する事業者の指定願申請を受け付けます。
●受付期間　１月19日（月）～１月30日（金）
●受付場所　 市学校給食会（串木野または市来学

校給食センター）
●資　　格
　⑴　原則として市内に営業所があること
　⑵ 　引き続き１年以上同種の営業を継続してい

ること
　⑶　衛生管理の徹底を図っていること
　⑷ 　年１回以上の検便（大腸菌０－157・赤痢

菌・サルモネラ菌等）を実施していること
　⑸　市税の納期到来分までを完納していること
　⑹ 　物資納入業者指定選定基準を満たしていること
※ この指定有効期間は１年間ですので、引き続き

希望される事業者も新たに申請してください。
●問 合 せ
　串木野学校給食センター　☎33-0239
　市来学校給食センター　　☎36-2142

　本市と立地協定を締結した西日本ベストパッ
カー㈱が新工場操業に伴う従業員を募集します。
●企 業 名　西日本ベストパッカー㈱（浜ケ城）
　　　　　　（プリマハム㈱100％出資会社）
●職　　種　精肉製造・加工
●募集人員　 パート　約15名
　　　　　　（社員登用制度有り）
●勤務形態　８：00～17：00の中で調整
●応募方法　 １月30日（金）までにハローワー

クで求職申込手続きを行ってくださ
い。

●問 合 せ　 勤務条件・待遇などの詳細はハロー
ワーク伊集院（☎099-273-3161）
にお問い合わせください。

海の「もしも」は118番
まちづくり防災課（☎33-5631）

ワザあり!!これで下がる血糖値!!
～血糖コントロール教室のご案内～

串木野健康増進センター（☎33-3450）

平成27年度学校給食用物資の
納入希望者の受付

学校給食センター（☎33-0239）

　１月18日は「118番」の日です。次のような
場合は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

日　程 内　容

１/21（水）
お医者さんのお話�
「糖尿病ってどんな病気？」�
お口の中の相談会

１/28（水）栄養のお話�　～楽しく、食べて、血糖コントロール ！！ ～

２/4（水）お話とランチ�　～楽しく、おいしく、学びましょう～

２/12（木）お話と体操�「ワザあり ! この体操で血管もイキイキ ！！」
２/19（木）必見 !! 体操とお食事の総集編 !

　「フェリーニューこしき」が定期検査に入るた
め、次のとおり運航ダイヤが変更となります。

「フェリーニューこしき」運休ダイヤ
●期　間　２月２日（月）～２月15日（日）

※この期間、本土側の発着港は川内港のみです。
※ 「フェリー便」がないため、車両運送はできま

せん。
※ １月19日（月）から27日（火）は高速船甑島（川

内港発着）がドックに入ります。この期間中の
フェリーニューこしき（串木野新港発着）の運
航ダイヤに変更はありません。

●問合せ　甑島商船㈱　☎32-6458
　　　　　高速船予約　☎41-5100

甑島航路運行ダイヤの変更
水産商工課（☎33-5638）

立地企業の従業員募集
政策課（☎33-5628）

港名
高速船　甑島（川内港発着）

１便 ２便 ※臨時増便 
土日のみ運航

下り 上り 下り 上り 下り 上り
川内 8:40 11:50 15:10 18:20 12:05 14:55

↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑
里 ↓ 11:10 16:00 ↑ ↓ 14:15

鹿島 ↓ 10:30 16:40 ↑ ↓ ↑
長浜 9:50 10:00 17:00 17:10 13:15 13:25

ⓒ JCGF
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　市選挙管理委員会では、４月執行予定の鹿児島県議会議員選挙、９月執行予定のいちき串木野市農
業委員会委員選挙の選挙事務を行う臨時職員として、事前登録していただける方を募集します。
●選挙事務従事内容

　平成26年４月１日以降に子宮頸がん・乳がん・大腸がん・肺がん・胃がん・腹部超音波検診を受診
していない市民を対象に、次の日程で脱漏検診を実施します。
　検診希望の方は、１月28日（水）までに串木野健康増進センターにお申し込みください。

●場　所　　串木野健康増進センター
※詳しくは、串木野健康増進センターへお問い合わせください。
※ 検診ごとに受付時間が異なりますので、検診を申し込まれた方には、２月上旬に詳しい案内文を送

付します。
※大腸がん検診は、検査キットを使用しますので、受診希望者には事前に送付します。

選挙事務アルバイト募集
選挙管理委員会事務局（☎21-5125）

がん検診等の脱漏検診実施について
串木野健康増進センター（☎33-3450）

事務の種類 期日前投票事務 投　票　事　務 開　票　事　務
募集人員 11名 13名 13名
時　　給 平日 680円、土・日 918円 918円 918円

食　　事 昼食は各自準備 投票事務に引き続き従事す
る場合夕食あり

勤務日時
期日前投票期間（県議会議員選挙８日
間、農業委員会委員選挙６日間）
8：30～ 20：00

・投票所設営日
　投票日前日２時間
・投票日（日曜日）
　6：30～ 18：30

投票日（日曜日）
19：30～ 21：30

事務内容 有権者確認、投票用紙の交付等（交替
で投票立会人を依頼する場合もあり）

有権者確認、投票用紙の交付等（地
区によっては投票立会人を依頼す
る場合もあり）

投票用紙の開票分類

従事場所 中央公民館・市来庁舎 市内 13投票所 いちきアクアホール

●応募資格　 健康で自分で通勤できる 20 歳
以上の市民（選挙運動に従事す
る方は応募不可）

●応募方法　 申込書・誓約書を記入のうえ、
市選挙管理委員会事務局へ本人
が持参してください。（仕事内
容等の説明のため）

　※ 申込書・誓約書は、市選挙管理委員会事
務局、総務課人事係、市のホームページ
にあります。

●応募期限　２月 13 日（金）17：00

●その他
　・ 投票事務、開票事務の両方に従事することもでき

ます。
　・採用された方には、選挙日程の確定後、連絡します。
　　※ 不採用の連絡はいたしませんのでご了承ください。
　・ 投票事務従事場所は、自宅の場所や交通手段等を

考慮し、事務局が選考します。（交通費は原則自己
負担です）

　・ 採用決定後に、応募資格を満たしていないことが
判明した場合、採用を取り消す場合があります。

　・詳しくは事務局にお尋ねください。

検診名 日　程
対象者�

※年齢はH27. 4. １時点�
※治療中などの方は除く

定　員 検診費用

子宮頸がん
２月 14日（土）�
午後

20歳以上の女性 100名 700円

乳がん 40歳以上の女性 80名 40歳代　　1,500 円�
50 歳以上　1,000 円

大腸がん
２月 15日（日）�
午前中 40歳以上

定員なし 500円
肺がん 250名 200円
胃がん 60名 1,000 円
腹部超音波検診 90名 3,650 円
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　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～太陽光発電設備（※）、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 車両及び運搬具～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。

　※ 個人が屋根に設置した太陽光発電設備も、償
却資産として申告が必要になる場合がありま
す。

●問合せ　串木野庁舎　税務課　固定資産税係

償却資産（固定資産税）の申告について
税務課（☎33-5617）

公的年金収入のある方の確定申告について
税務課（☎33-5616）

　公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金
額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告を
する必要はありません。
　ただし、医療費控除等による所得税の還付を受
けるためには、確定申告をする必要があります。
　詳しくは、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp/）
をご覧いただくか、伊集院税務署へご相談くださ
い。
●問合せ　 伊集院税務署☎099-273-2541
　　　　　※自動音声案内

　串木野地域の羽島、土川、冠岳、生福、旭、荒
川の各地区を対象とした所得税・市県民税の出張
申告受付を次のとおり実施します。

※ 市来地域の出張申告受付の日程は、申告書の配
付時に日程表を同封します。

※ 当日は大変混雑します。円滑に申告が進められ
るよう、必要な領収書や帳簿は事前に整理して
きてください。

※ 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）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。

所得税・市県民税の出張申告受付
（串木野地域）

税務課（☎33-5616）

受付日時 場　　所
１月 29日�
( 木 )

９：00～ 11：30�
13：00～ 16：00 羽島交流センター

１月 30日�
( 金 )

９：00～ 11：30�
13：00～ 16：00 羽島交流センター
13：30～ 15：30 土川交流センター

２月 6日�
( 金 )

９：00～ 11：30�
13：00～ 16：00

冠岳交流センター
生福交流センター

２月 9日�
( 月 )

９：00～ 11：30�
13：00～ 16：00

旭交流センター
荒川交流センター

　いちき串木野市地域婦人団体連絡協議会では、独身男女を対象に出会いの応援イベントを開催します。
　友達づくり感覚で、気軽にご参加ください。
　寒い冬だからこそ、あったかい交流をしてみませんか。素敵な出会いをサポートします。
●日　　時　２月 11 日（水・祝）10：00 ～ 15：00（受付９：30 ～）
●場　　所　シーサイドガーデンさのさ
●内　　容　お楽しみ抽選会や色々な企画を通して楽しく交流できます
●対　　象　20 歳から 40 歳代の独身男女
●募集人数　男女各 25 人（先着順受付）
●参 加 料　2,000 円（軽食、飲み物などあります）
●申込期限　１月 23 日（金） （定員になり次第締切）
●申込・問合せ　いちき串木野市地域婦人団体連絡協議会　会長　勝目（☎・FAX　32-1184）
　　　　　　　　※電話または FAX で、住所・氏名・連絡先等をお知らせください。

出会い応援イベント「てぃーたいむとーく」参加者募集
政策課（☎ 33-5634）

『…まずは友だちから…』
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年金所得者の確定申告書作成相談会
税務課（☎33-5616）

１月10日は「110番」の日
まちづくり防災課（☎33-5631）

県立宮之城高等技術専門校入校生募集
水産商工課（☎33-5638）

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

　「110番」は、あなたの身近で事件・事故が発
生した場合等の緊急電話です。
　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。
●何があったのか → ケンカ、交通事故等
●いつ、どこで　 →  時間や場所、目印にな

る建物
●どんな様子か　 →  事件や事故の状況、け

がの程度
●犯人は（車は） →  犯人の特徴、車のナン

バー、車種、逃走方向等
●あなたの住所や氏名、電話番号など
　 通報する時は、落ち着いて話をしてください。

　平成27年度木工・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
●応募資格　
・室内造形科　 義務教育修了程度以上（高校・中

学校卒業見込者含む）
・建築工学科　高卒程度以上（高校卒業見込者含む）
●選考方法　筆記試験（総合問題）・面接

※ 室内造形科を志望する中学校卒業見込みの方は
Ｃ日程以降の受験になります。

　 Ｄ・Ｅ日程はＣ日程までで定員を満たしたとき
は、実施しない場合があります。

●応募書類　 県内各高等学校、職業安定所、県地
域振興局窓口、市役所水産商工課に
あります。詳しくは学校へお問い合
わせください。

●問 合 せ　鹿児島県立宮之城高等技術専門校
　　　　　　☎0996-53-0207
　　　　　　雇用保険受給者は最寄のハローワークへ

　大学・短大・大学院など私学47校の担当者が、
講義内容や学習方法、受講手続などについて直接
相談を受ける相談会が開催されます。
　参加申込・参加料は不要です。直接会場へお越
しください。
●日　時　 ２月22日（日）11：00 ～ 16：00（入

退場自由）
●場　所　JR博多シティ９階 JR九州ホール
●対　象　一般・高校生
●問合せ　公益財団法人私立大学通信教育協会
　　　　　☎03-3818-3870
　　　　　ホームページ　http://www.uce.or.jp/

　伊集院税務署の確定申告書作成相談会を次のと
おり開催します。
　対象者は、収入が公的年金等のみで確定申告が
必要な方です。公的年金のほかに営業所得や農業
所得、不動産所得などがある方は、出張申告受付
日や通常の申告期間中〔２月16日（月）～３月
16日（月）〕に申告を行ってください。

※ 混雑が予想されますので、なるべく対象地区の
日にご来場ください。人数をもとに地区の割振
りを行っています。

※ 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）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。

20歳がスタート！『国民年金』
　日本に住む20歳から60歳未満のすべての人は
国民年金に加入し、保険料を納めることになって
います。みなさんは、国民年金について考えたこ
とがありますか？「年金なんてまだ関係ない」と
思っていませんか？
　国民年金は、老後の生活保障だけでなく、万が
一、病気やケガで障害が残ったときや、一家の働
き手が亡くなったときなど、あなたやあなたの家
族を守ってくれます。
　ただし、加入の届出や保険料の納め忘れがある
と年金が受けられないこともあります。「あの時
に…」と後悔する前に、国民年金に加入しましょ
う。
　なお、学生の方や収入が少なく保険料の納付が
困難な方は、「学生納付特例」や「若年者納付猶予」
など、保険料の支払いを猶予する制度があります
ので、国民年金の加入手続きと併せて申請してく
ださい。（20歳前に就職して厚生年金等に加入し
ている方は、第２号被保険者となっていますので、
加入手続きは不要です。）
●手続・相談窓口　市役所市民課
　　　　　　　　　川内年金事務所☎22-5276

受付日時 対象地区 場　所
２月２日�
（月） 9：00～�

　11：30�
�
13：00～�
　16：00

中央・野平・旭
荒川・羽島・土川 串木野庁舎�

地下�
大会議室

２月３日�
（火） 本浦・照島
２月4日�
（水）

冠岳・生福��
上名・大原

２月５日�
（木） 市来地域全域 市来庁舎�

３階会議室　

大学通信教育春季合同入試説明会

一般選考 願書締切日 選考試験日
Ｃ日程※ １月 16日（金） １月 26日（月）
Ｄ日程※ ２月 13日（金） ２月 22日（日）
Ｅ日程※ ３月��６日（金） ３月 15日（日）
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１月 成人式（３日）

消防出初式（４日）

第17回元気な街づくりウオーキング大会（18日）

２月 いちき串木野ポンカン祭り（１日）

生涯学習大会（８日）

３月 第19回徐福ロマンロードウオーキング大会（１日）

薩摩街道歴史探検ウオーキング（15日）

ガウンガウン祭（22日）

太郎太郎祭（29日）

観音ケ池さくら祭り（29日）

４月 鹿児島県議会議員選挙（上旬）

徐福花冠祭（中旬）

第58回串木野浜競馬大会（中旬）

黎明祭（19日）

第24回串木野まぐろフェスティバル（25～26日）

５月 すこやかおせんしのグラウンドゴルフ大会（中旬）

荒川ほたるでナイト（下旬）

第８回いちきウオーキング大会（下旬）

６月

７月 第45回串木野さのさ祭り（18～19日）

海の日海岸クリーン作戦（20日海の日）

第10回市小学校水泳記録会（下旬）

第４回消防団規律訓練大会（未定）

８月 教育講演会（上旬）

祇園祭（上旬）

サマーフェスタin市来（上旬）

七夕踊（９日）

戦没者追悼式（15日）

川上踊（下旬）

羽島太鼓踊（下旬）

青少年のための科学の祭典（下旬）

■平成27年　行事予定……………………………………

▲デイサービス利用の方の手作り干支（未）

９月 アートフェスタinいちき串木野（上旬）

畜産品評会（上旬）

虫追踊（下旬）

すこやかおせんしのスポーツ大会（下旬）

10月 国勢調査基準日（１日）

市制施行10周年記念式典（11日）

第10回市民体育大会（18日）

第11回市小学校陸上記録会（中旬）

農業委員会委員選挙（中旬）

総合防災訓練（下旬）

文化祭（31日～11月３日）

11月 地域がはぐくむ「鹿児島の教育」県民週間
（学校開放１～７日）

いちき串木野づくし産業まつり
～地かえて祭り～（７～８日）

鹿児島うんまかもんフェスティバル（７～８日）

国民文化祭「薩摩藩英国留学生フェスティバ
ル」（７～８日）

国民文化祭inいちき串木野「食の祭典」（８日）

国民文化祭シンポジウム「金山の歴史」（15日）

元気いきいきフェスタ2015（保健福祉大会）（中旬）

小・中学校音楽発表会（中旬）

かんむりだけ山市物産展（23日）

第10回市地区対抗駅伝競走大会（下旬）

12月 第18回れいめいウオーク羽島・土川大会（上旬）

ふれあいフェスタ（上旬）

消防団年末夜警（28日～29日）
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