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いちき串木野市の［発見！・新情報 !!］をお届けします

広報 

いちき串木野

雪の日の隠れたヒーロー達
　一面雪に覆われた１月24日から26日、道路を
ショベルカーやグレーダーと呼ばれる機械で除雪
したのは、市内の土木建設事業者31社の人たちで
す。事業者でつくる市来建設業互助会と串木野建
設業協会が降雪に備えて準備し、まちが動き出す
前の早朝から精力的に除雪をしてくださいました。
そのおかげで、私たちの生活への影響が最小限に
抑えられていたのですね。ありがとうございます。

今月の表紙
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一般の部　大賞

一般の部　入選

準大賞

風舞い騒ぐ 堂元 久志（霧島市） 祇園祭囃子 出水 稔二（いちき串木野市）
見上げる 大社 正照（鹿児島市） 赤との競演 松木薗卓也（いちき串木野市）
皆で見送る船出 寺田 達矢（静岡市） まわるまわるよ串木野はまわる 村岡 宏樹（鹿児島市）
池の中の夜桜 中村 吉文（いちき串木野市） 石堤の船溜 樋渡 直竹（鹿児島市）
丸くおさまる 森山 明美（鹿児島市） 時 馬籠 秀樹（いちき串木野市）
竜が飛ぶ 吉村 省三（鹿児島市） 守り継ぐ荒川の棚田 岩田サツ子（薩摩川内市）
立ち昇る火煙 長㟢 　崇（いちき串木野市） 冠岳の夜 齊藤 芳彬（薩摩川内市）
海の男たちの詩 長 　勝幸（鹿児島市） 夫婦仲良く紅葉狩り 齊藤 芳彬（薩摩川内市）
河口の夕景 本房 和子（鹿児島市） 楽しいから帰りたくない 川口 祐介（鹿児島市）
冠嶽幻影 出水 稔二（いちき串木野市） 福薗の田の神様 石井 繁好（いちき串木野市）

　いちき串木野市となって10年
を迎えたのを機に開催した初の
フォトコンテストは、市内外か
ら516点もの作品が寄せられま
した。ありがとうございます。
　“未来に残したいいちき串木
野”をテーマに写真作家の下薗
詠子さんが審査した結果、33点
が入賞作品として選ばれまし
た。

審査員下薗詠子さん評　ふん
どしの被写体の眼力の強さと
インパクトがあり躍動感もあ
る。祭りを支える男たちの表
情もいい。底力がある。

「勇姿」

潟永 和子（鹿児島市）

審査員評　とてもドラマティック。逆光を活かしつつ表情
が絶妙に写りこんでいる。追憶的な色合いによってあたた
かい記憶が呼び覚まされる。

審査員評　記録的な写真。なぎ倒された樹だけでなく後ろ
の木々をみても、どれだけ強い天災だったのかが窺えるド
キュメンタリー性がある。

「おうちへ帰ろう」 「記念樹倒木」

大迫 充（いちき串木野市） 木場 津代美（いちき串木野市）
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ジュニアの部（中学生以下）　大賞

入選

特別賞

準大賞

入賞作品展
２月29日（月）～３月14日（月）
だいわ串木野店　9：30～23：00
ひばりが丘5630　電話33-3222

あなたの目でいちき串木野の「今」をご覧ください。

市制施行10周年記念いちき串木野市フォトコンテスト実施データ
作品テーマ “未来に残したい いちき串木野”
募集期間 Ｈ27.10.1～Ｈ27.12.14
応募作品数 516作品（うちジュニアの部14作品）
審査日 H27.12.22
審査員 写真作家　下薗詠子 氏
入賞作品発表 Ｈ28.1.13　市のホームページで入賞33作品を発表
授賞式 Ｈ28.1.24　焼酎蔵薩摩金山蔵（雪のため中止）
入賞作品展 Ｈ28.1.24～Ｈ28.1.31　焼酎蔵薩摩金山蔵

Ｈ28.2.2～Ｈ28.2.14　いちきアクアホール
主催 いちき串木野市
協賛・協力 いちき串木野市観光特産品協会　薩摩金山蔵株式会社

審査員評　光にピントを合わせているところに
感受性の豊かさを感じる。

審査員評　おばあちゃんと彼岸花の道の
奥行のある構図がいい。

審査員評　観たいものをダイ
レクトに写した素直さがとて
もいい。

「うさぎ」

黒田 渚（市来小学校）

「てるしまのあかり」 「花道」 「こうちょうせんせいとたいこ」
木塲　亮太（羽島保育園）

「タイルのお化しょう」
木塲　凜乃（串木野小学校）

「今日もありがとう」
上新　亜優（串木野西中学校）

木塲 亮太（羽島保育園）

馬籠 輝（串木野小学校）

観光特産品協会賞
「地かえての朝 みらいへ」

大迫 充（いちき串木野市）

カメラ女子 de 賞
「助けてくれーっ」

長 秀子（鹿児島市）

薩摩金山蔵賞
「黎明」

大迫 豊昭（薩摩川内市）

カメラ女子 de 賞
「君に見せたい色がある」

田重田 花代（いちき串木野市）
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　１月24日から26日にかけて、今季最強といわれ
た寒波に襲われた鹿児島県では大雪に見舞われ、本
市でも、山あいでは20cm、市街地でも10㎝ほどの
積雪が見られました。
　幸いこの雪の影響による交通事故はなかったよ
うですが、丸２日間降り続いた雪の影響で露地物
の農作物が雪で焼けてしまったり、家庭の水道管
が凍結して水がでなかったり、水道管が割れて漏
水するなどの被害が出ました。

政策課（☎33-5672）

市政ニュース

一面雪に覆われた畑（１月26日撮影）

雪で焼けて白くなったスナップエンドウ。
こうなると商品価値が下がる（１月26日撮影）

本市の主な被害状況
○農作物
　レタス・ソラマメを中心に玉ねぎなど
　被害額1,115万円（30～40％の減収見込み）
　※�ビニールハウスの倒壊などの被害は確認
できていません

○水道管
　�　家庭の台所や給湯器などの配管から漏水
が約640件（１月29日時点）。
　※�市の管理する配水管の被害はなく、漏水
が原因による断水の必要もありませんで
した。

水道管の凍結防止
　気温が氷点下になると、風当たりの強いとこ
ろや日陰にあるむき出しの水道管や水道メー
ターは、凍ったり破裂したりすることがありま
す。
凍結を防ぐには次
のような方法が効
果的です。

　凍結で水道管が破裂すると漏水につながりま
す。寒かった日は水道メーターを見て漏水がな
いか確認しましょう。

漏水の確認方法
1.�家の中の蛇口を全部閉
めます。�
2.�水道メーターのパイ
ロットマークが回転し
ている場合は、漏水の
可能性があります。早
めに指定給水装置工事
事業者に調査・修繕を
依頼してください。
○問合せ　上下水道課　☎21-5155
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今季最強の冬将軍   農作物等に被害もたらす



　照島地区海瀬と湊地区牛ノ江を結ぶ新しい海
瀬橋が完成し、12月26日に行われた完成式に工
事関係者や地権者、周辺住民など100名が参加
しました。
　新しい海瀬橋は今までかかっていた橋が老朽
化したため架け替えるもので、橋長54.1ｍ、中
央車線のある片側一車線で歩道もあり、平成23
年から約４億2,600万円かけて整備されました。
橋の親柱には照島小学校と市来小学校６年生の
将来の夢が書かれたプレートが埋め込まれてい
ます。
　参加者はテープカットののち、子ども達を先
頭に渡り初めをし、開通を祝いました。
　今まで自転車で旧海瀬橋を利用していた迫か
ず子さんは「てすりが高くなり、川に落ちそう
な感じがしないのがいい」と喜んでいました。

●変更点
　�　平成24年度から平成27年度までの特例期間上乗せが無くなり、平成28年度の補助金は、表のとおりと
なります。
　�　ただし、平成28年４月から６月末日までに補助金の交付申請をし、平成28年12月28日までに市の工
事完了検査を受けた場合は、

　くみ取り便槽からの転換の場合で３万円、単独浄化槽からの転換で10万円上乗せがあります。
　※上乗せは市内業者のみで、市外業者の場合はありません。
　　その他、補助金の条件等詳細は、上下水道課へお問い合わせください。
平成28年度補助金額

　　　※なお、補助金は予算に達した場合、年度内であっても終了しますので、ご了承ください。

人槽 ５人槽
（延床面積130㎡以下）

７人槽
（延床面積130㎡超）

10人槽
（二世帯住宅等）

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 402,000円

332,000円

484,000円

414,000円

618,000円

548,000円単独処理浄化槽から 442,000円 524,000円 658,000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。（施工業者の市内・市外は問いません）

市政ニュース

土木課（☎21-5150）

上下水道課（☎21-5157）
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海瀬橋開通　より安全に両岸つなぐ

合併処理浄化槽設置に係る補助金額が
変わります



市内の全ご家庭に届きます！

　鹿児島相互信用金庫の職員が、高齢者宅など
の異変に気付いたとき、民生委員に連絡する協
定を、１月29日、鹿児島相互信用金庫と民生委
員児童委員協議会、市の３者で締結しました。
　普段から地域に密着して活動している“そうし
ん”の強みを活かした地域貢献活動の一つで、営
業や訪問したお宅で洗濯ものが長く干されたま
まになっていたり、郵便物がたまっている場合
など、異変を感じると通報してくれます。
　鹿児島相互信用金庫では「少しでも地域に貢献
できれば」と、県内９自治体と同様の協定を結ん
でおり、市民の３人に１人が65歳以上の本市で
は、こうした気づきの通報はとても助かります。
　どうかよろしくお願いします。

左は、地域を見守っていることを示すマグネットシート。“そうしん”では車や単車にこのシートを付
けて外回りをしており、安心感を与えるだけでなく犯罪などの抑止力も期待されます。

　市では、来年度の「広報いちき串木野『市民カ
レンダー』」に掲載する広告を募集しています。
自社のＰＲ・求人、イベントの告知にぜひご活
用ください。
●発行部数　毎月20日13,500部発行
●料　　金　�１枠（５cm×8.5cm）
　　　　　　5,000円（税込）
●募集枠数　�６枠（１か月の最大枠数）×12か月
　　　　　　※�１か月分だけ、１枠だけでも承

ります。複数枠の希望も承りま
す。ご相談ください。

●申込・問合せ　政策課広報統計係　☎33-5672

政策課（☎33-5672）

広告はこの場所
になります。
１枠５㎝×8.5㎝
で６枠あり、毎月
広報紙に挟んで
発行されます。

市政ニュース

福祉課（☎33-5619）
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“そうしん”さんが地域の見守りに協力

広報いちき串木野「市民カレンダー」
広告募集



　２月７日、コールあじさいと市来コーラスによる
市民歌合同演奏で始まった市生涯学習大会は、フ
ラダンスの舞台や市来生活学校の寸劇などのほか、
ロビーにエッセーや七宝焼、アートフラワーなど
の教室の作品が並び、訪れた人たちが歩みを止め
て見ていました。
　また記念公演では、小柄ながらも多彩な技で土俵
を沸かせた元力士の舞の海さんが講師を務め、会
場の市民文化センターは満員となりました。

生涯学習功労者表彰
　大会では、地域社会づくりに功績のあった方々
が表彰されました。
◎日置地区社会教育関係（団体・個人）優良表彰

（団体）
本浦青年友交会　　串木野古文書会
（個人）
橋口正憲さん　　　勝目眞理子さん
原口勝男さん　　　松下兵衞さん
石野正子さん　　　

◎いちき串木野市社会教育関係（団体・個人）表彰

（団体）
木場迫ＫＩＣ　　　ハナレイ・ホク☆フラ
いちき串木野市地域婦人団体連絡協議会
（個人）
久木田純子さん　唐渡誠一さん　　迫　六男さん
飯牟禮　豊さん　橋口正己さん　　東　祥子さん
塩屋かよ子さん　榎並三枝子さん　古川清行さん

市政ニュース

社会教育課（☎21-5128）

角界の話に興味津々　舞の海秀平さん講演会

　大相撲の解説などでおなじみの、元力士の
舞の海秀平さんが『小よく大を制す』と題して、
現役時代の自身のことや、引退後のテレビ解
説者やスポーツキャスターとして感じたこと
などをユーモアを交え１時間半にわたり講演
しました。
　講演の中で、大相撲の八百長疑惑にも触れ、
「相撲は伝統芸能であり神事。スポーツとは違
う。八百長は絶対にだめだが、（相手の怪我が
ひどくならないようにそっと寄り切るといっ
た）相手の事情をくんだ、人情相撲というのが
あってもいいのでは」と持論を展開。人が生き
ていくうえで他人を思いやることの大切さを
語りました。

市来生活学校寸劇
食品ロスの問題をコミカルに演じました

生涯学習作品展示コーナー 生徒が作った七宝焼き。きれいです。
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生涯学習大会開催



　市では、県や事業者などと協力して全国各地で
PR 活動を続け、特産品や観光地として市の売り込
みを続けています。少しその様子をご紹介します。

①　1,000名を超える来場者が訪れる「第31回鹿児
島の夕べ」。関東在住の鹿児島県出身者が毎年楽し
みにしているイベントの一つです。
　１月22日、会場となった東京プリンスホテルに
は、県内自治体の特産品や観光 PRブースが並びま
した。
　今回は２年後の明治維新150周年がイベントの
テーマの一つだったことから、市長も留学生に扮し

薩摩藩英国留学生記念館の PRを行ってきました。
②　観光・物産展「本
物。鹿児島県フェア」。
１月22日から３日間、
埼玉県にある日本最大
のイオンモール「イオ
ンレイクタウン」で、
市内の焼酎やつけあげ
事業所の方々と一緒に、県東京事務所に派遣中の
職員が PRしました。

③　新幹線で4時間の
関西も忘れてはいけ
ません。
　１月15日に大阪市
であった「鹿児島県大
阪観光連絡協議会新
年互礼会」で、PR レ

ディーの久徳さんが観光関係者を前に薩摩藩英国
留学生記念館を熱烈アピールしました。
　今後も積極的にいちき串木野を全国にアピール
していきます。

　薩長同盟150周年を記念して、山口県萩市と本市が相互に訪問しました。
　１月15日に萩市を訪問した訪問団は市役所や商工関係者を訪れ、明治維新150周年に向けて本市が計画
しているイベントなどへの協力を要請しました。
　また２月10日に本市を訪問した萩市の訪問団25名は、薩摩藩英国留学生記念館を訪れ、151年前ロンドン
で両藩が交流した様子の説明を感慨深く聞いていました。
　本市は２年後の明治維新150周年に向けて力を入れており、既に世界文化遺産や平成30年の明治維新
150周年に向けて県レベルでの交流が始まる中、幕末・維新をテーマにした広域観光ルートの形成のほか、
両市の食の PRといった交流を活発にするイベントの開催などが期待されます。

萩市からの訪問団にはちょんまげのあるサムライも。
薩摩藩英国留学生が、記念館を案内しました。

①

②

③

市政ニュース

観光交流課（☎33-5640）

観光交流課（☎33-5640）
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薩長同盟150周年　萩市と相互訪問
観光振興に期待

各地でいちき串木野市を PR しています



五代友厚コーナーを新設

　薩摩スチューデントの引率の役割を担い、151年
前に羽島から旅立った１人で、現在放送中のＮＨＫ
連続テレビ小説「あさが来た」で脚光を浴びた「五代
友厚」を紹介するコーナーを記念館ライブラリーに
設置しました。ライブラリー内の書籍は自由に読む
ことができます。どうぞお気軽にご利用ください。

来館者９万人達成

　薩摩藩英国留学生記念館では、１月31日９万人
目のお客様を迎えました。９万人目は、本市在住
の奥村志穂さんです。大学のレポート作成のため
に家族で来館した奥村さんは、「これまで数回来館
したことがありますが、９万人目になるとは思い
ませんでした」と話しました。

　自分や家族、大切な人に宛てたメッセージや夢などを書いた手紙を募集します。預かった手紙はタイム
カプセルに入れ、市で大切に保管し、10年後の平成37年度（市制施行20周年）に郵送します。
１．応募資格　どなたでも応募可能です。（一人何通でも可）
２．応募方法
　　�手紙を入れた封筒またはメッセージを記したハガキの表に、下図のように送りたい人への住所等を記

し、総務課へ持参してください。郵送で提出する場合は、作成した封筒またハガキを別の封筒に入れ
たうえで市役所「未来への手紙タイムカプセル事業係」へ郵送してください。（そのまま投函すると「送り
たい人」に届きます。）

　　・封　筒…�長形３号（120㎜×235㎜）で切手を
貼ること。

　　・ハガキ…�官製ハガキまたは私製ハガキ。私
製ハガキは切手を貼ること。

３．応募期限　３月31日（木）
４．注意事項　�10年後に転居などにより宛先が不

明の場合は、郵送されないことが
ありますので、ご了承ください。

送りたい人の住所

送りたい人の名前　　　　　　様

（送る人の住所）
（送る人の名前）○○○○　より

切手

総務課（☎33-5625）

観光交流課（☎33-5640）

市政ニュース
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市制施行10周年記念事業未来への手紙「タイムカプセル事業」

あなたのメッセージを10年後の自分や
家族、大切な人に届けます

薩摩藩英国留学生記念館よりお知らせ



健 康 な ま ち づ く りシリーズ

あなたは大丈夫？
健康のための身体活動
チェック

素晴らしい
です！一緒
にからだを
動かす仲間
を増やして
ください。

毎日合計60分以上、
歩いたり動いている

同世代の同性と比較
して歩くスピードが速い

同世代の同性と比較
して歩くスピードが速い

運動習慣※がある 運動習慣※がある

目標を達成
しています。
+10で、より
アクティブな
暮らしを！

目標達成ま
で、あと少
し！
無理なく
できそうな
+10を始め
るなら今！

このままで
はあなたの
健康が心配
です。いつ、
どこで+10
できるか考
えてみませ
んか？

Yes
No

No

NoNo

No Yes

Yes

YesYes

※1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上続けて行っている。

気づく！へ1 　 始める！へ　2 達成する！へ3 つながる！へ4

スタート

ながら
ストレッチで
+10!

歩幅を広くして、
速く歩いて+10!

歩いたり、
自転車で移動
して+10!

一緒に楽しく！

＋１０（プラス・テン）を始めましょう！！
　ふだんから元気にからだを動かすことで、糖尿病、心臓病、脳卒中、がん、要介護状態、
うつ、認知症などになるリスクを下げることができます。今より10分多くからだを動かすこ
とで、健康寿命を伸ばせます。今より10分多く毎日からだを動かしてみませんか？

1.気づく
　 からだを動かす機会について、ご自身の

環境や生活を振り返ってみましょう。
2.始める
　今より＋10分、からだを動かしましょう。
　例：ウォーキング、筋トレ、家事の合間に「ながら運動」等

3.達成する
　 目標は、1日合計60分、元気にからだを

動かすことです。
　 高齢の方は、1日合計40分が目標です。

体力アップを目指しましょう。
4.つながる
　 一人でも多くの家族や仲間と，+10（プ

ラス・テン）を共有しましょう。

 健康のための身体活動チェック

※ 安全のために、病気や痛みのある場合は、医師や健康運動指導士などの専門家に相談してください。

生活の中で「＋10」を心がけ、
2016年も元気に過ごしましょう。

串木野健康増進センター（☎33-3450）
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　もうすぐ、３月３日のひな祭り。女の子のいる家庭では、お雛
様を飾り、子どもの健やかな成長を祝い、願うところも多いと思
います。また、ひな祭りには古くから伝わる伝統的なお祝い料理
があり、春の訪れを伝える旬の食材が使われています。代表的な
料理として「雛あられ」「菱餅」「はまぐりのお吸い物」「甘酒」などが

あり、それぞれの料理や色にも縁起の良い意味が込められています。この機会に由来を知り、ひな祭り
を楽しみましょう。
◆雛あられ
　�　ひな祭りの代表的な和菓子のひとつ「雛あられ」は、餅を細かく切っ
たものを揚げるか炒るかして、砂糖をかけて甘味をつけます。その昔、
雛人形を持って野山へ出かけ、お雛様に春の景色を見せてあげる「雛の
国見せ」という風習があり、春のごちそうと一緒に雛あられを持って
行ったのが始まりのようです。ピンク、緑、黄、白の４色は四季を表していると言われています。で
んぷんが多く健康に良いことから「一年中娘が幸せに過ごせるように」という願いが込められています。
◆菱餅
　�　「菱餅」は、上巳節 ( じょうしのせつ＝古代日本で３月３日に開かれた節会 ) で、母子が健やかであ
るようにと願いを込めて食べられていた〝よもぎ餅〟と、江戸時代にひしを入れた〝白い餅〟に、明治時
代にくちなしを入れた〝赤い餅〟が加わって、３色となりました。それぞれに、健やかな子に育ってほ
しいという願いが込められています。
　・桃色（赤）…赤いクチナシの実には、解毒作用がある。赤は魔よけの色。
　・白……血圧を下げるひしの実が入り、子孫繁栄、長寿、純潔を願う。
　・緑……強い香りで厄除け効果があるよもぎ餅。健やかな成長を願う。
　　また、３色を重ねる順番で春の情景を表現しています。
　・�下から緑・白・桃色の順番で、“雪の下には新芽が芽吹き、桃の花が咲
いている”

　・�下から白・緑・桃色の順番で、“雪の中から新芽が芽吹き、桃の花が咲いている”
◆はまぐりのお吸い物
　�　その昔、女性の遊びのひとつに「はまぐりの貝合わせ」という遊びがありました。はまぐりの貝は、
一対になっている相手以外とはピッタリと合いません。こうしたことから、一人の人と生涯連れ添っ
てほしいという願いが込められています。
◆甘酒
　�　「甘酒」は、もともと、桃が百歳を表す「百歳（ももとせ）」に通じることから、桃の花を酒にひたした「桃
花酒（とうかしゅ）」として飲む風習に由来します。子どもも飲めるノンアルコールの甘酒もあるようで
す。

　このように、それぞれの料理や色にも縁起の良い意味が込められています。ぜひ、ひな祭りならでは
の縁起の良いメニューを取り入れて、子どもの末永い健康と幸せを願いましょう。

食のまちづくりを進めているいちき串木野市の食に関わる
情報をお伝えします。

食のまち推進課（☎33-5621）

第21回 子どもの健康を祈って～ひな祭り～
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地域安全ニュース
−「毎月１１日は、地域安全推進の日」−

まちづくり防災課（☎33‐5631）

【 問合せ 】  いちき串木野地区防犯協会（いちき串木野警察署内）☎32-9710

みんなでつくろう 安全安心のまち

●被害者やその手口の特徴
　・被害者と被害額の約８割は65歳以上の女性
　・だまし取られる手口は、窓口・ＡＴＭ等の振込と宅配便・ゆうパック・手渡しが多い。
●うそ電話詐欺の被害に遭わないために・・・
　○�身に覚えのない封書や電話は、詐欺の可能性が大きいので無視し、自分から絶対に連絡しては
いけません。

　○すでに相手が知っている以上の個人情報を絶対に漏らしてはいけません。
　○心当たりのない現金の送金を要求される場合は詐欺を疑いましょう。　　
　○警察官や官公庁の職員がＡＴＭの操作を指示したら詐欺を疑いましょう。
　○宅配便・ゆうパック・レターパックを利用して「現金送れ」は詐欺を疑いましょう。
　○ナンバーディスプレイ機能付電話や留守番電話機能を活用しましょう。
　○電話の話を鵜呑みにしないで電話帳で電話番号を調べて確認してみましょう。
現金を振り込む前、送る前、手渡す前に信頼できる人や家族、警察に相談しましょう!!
●被害の種別

※�件数・被害額とも増加したオレオ
レ詐欺・架空請求詐欺・還付金詐
欺が目立っています。
※�いちき串木野市内で被害は確認さ
れていません。
※�この数値は警察が認知した件数で
あり、実際は３～５倍とも言われ
ています。

平成27年中
鹿児島県内

平成26年中
鹿児島県内

種　　別 件数 被害金額 件数 被害金額

オレオレ詐欺 11件 約5,690万円 １件 約250万円

架空請求詐欺 26件 約1億3,820万円 17件 約1億2,530万円

融資保証金詐欺 ２件 約100万円 ３件 約230万円

還付金等詐欺 ９件 約470万円 ０件 0万円

金融商品等取引名目 11件 約1億6,050万円 12件 約5,000万円

ギャンブル必勝法
情報提供名目 1件 約500万円 ３件 約4,970万円

その他 4件 約1,070万円 ９件 約3,770万円

計 64件 約3億7,700万円 45件 約2億6,750万円

）うそ電話詐欺
の被害額

なんと約3億
7,700万円

昨年1年間県内で
これだけものお金が
だまし取られています
被害件数　64件（対前年比＋19件）
被害総額約3億7,700万円（対前年比＋
約1億950万円）と大幅増加
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　１月24日と25日、５年ぶりに大雪に見舞われた
本市ですが、子どもにとっては楽しい雪となったよ
うです。
　冠嶽にある小水林間広場では、雪が30㎝近く積も
り、遊びに来た子ども達は大喜び。初めてする雪上
でのソリ遊びや、カマクラを作ったりして雪と戯れ
ていました。
　また、市街地の公園や家の前にも、子ども達が作
るディズニー映画のキャラクターをまねた雪だるま
があちらこちらに見られました。

大雪楽しむ

　川上地区で１月９日、10年振りに鬼火焚きが復活
しました。
　子ども会と中組青友会が高さ10mのやぐらを小学
校前の田に組み、子ども達は初めて体験する鬼火焚
きの由来の説明を受けたあと、申年の小学生５，６年
生がやぐらに点火しました。
　火が付いたやぐらは大きく炎をあげて燃え上がり、
「ボンッ」と竹のはぜる大きな音が川上の山々にこだ
ましました。
　川上小学校１年生の内田悠進君は、「音にびっくり
した」と話し、残り火でモチを楽しそうに焼いていま
した。

10年ぶりに川上地区に
鬼火焚きの音が響く

　市子ども会育成連絡協議会会長の平野道幸さんが、
九州地区子ども会育成連絡協議会から表彰されまし
た。旧串木野市の頃から通算18年間の長きに渡り、
子ども会育成連絡協議会長を務め、子ども会の発展
にご尽力いただきました。おめでとうございます。

青少年の健全育成活動に表彰

平成27年度社会教育功労者表彰受賞

　平成27年度社会教育功労者表彰を本市図書館協議
会委員の東節代さんが受賞しました。永年の図書館
協議会委員としての実績と、ブックスタート事業や
移動図書館車導入に際しての提言などが評価されま
した。授賞式は、11月２日、文部科学省講堂であり
ました。おめでとうございます。
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準優勝胸張って　～未来のなでしこ達～

　神村学園高等部女子サッカー
部が、第24回全日本高等学校女
子サッカー選手権大会で、１月
10日、準優勝という快挙を達成
しました。
　前評判は決して高くはなかっ
た神村学園。それでも寺師勇太
監督が「選手は試合を通して一気
に成長した」と素晴らしい試合を
重ねトーナメントを勝ち抜きま
す。
　決勝戦では、会場となった兵
庫県のノエビアスタジアムに急
遽駆け付けた大応援団の声援を
受け、タレント軍団とも言われ

る静岡県代表の藤枝順心高校を
相手に、一進一退の緊迫したゲー
ムを展開します。前半は２対１
とリードしたものの、後半逆転
され２対３で試合終了のホイッ
スルが鳴りました。
　そのとき学園では、150人の生
徒や先生が中継を見ながら懸命
の応援を続けていましたが、男
子サッカー部の重村拓斗君が「全
力を出し切った。お疲れ様といっ
てあげたい」と話したように、選
手をねぎらう惜しみない拍手が
選手に送られました。
　昨夏のインターハイには出ら

れなかった
神村学園。
「神村の時代
は終わった」
との声も聞
かれたそう
ですが、選
手はその悔
しさをバネ
に朝練を始
めるなど努

力を続けました。今回の準優勝
という結果に、キャプテンの橋
谷優里さんは「あきらめずにやっ
てきてよかった」と喜ぶ一方、「応
援を続けてきてくれた多くの人
に日本一になって恩返しがした
かった」と悔しさをにじませまし
た。
　いや、そんなことはありませ
ん。ピッチを駆け回り、体が一
回り大きい選手にも勇気をもっ
て立ち向かっていく神村イレブ
ンの姿に市民を始め県民は大い
に勇気づけられました。
　ありがとう！そしておめでと
う準優勝！

九州・全国高校英語ディベート大会出場
　鹿児島情報高等学校に通う二木恋奈さん（緑町）と
平川実優さん（大原町）が県大会を勝ち上がり12月に
開催された高校英語討論大会の九州大会と全国大会
に出場し、九州大会では準優勝を果たしました。
　大会は各チーム４人一組のチーム戦で、「日本国は、
自衛隊の参加制限を緩和し、国際連合の平和維持活
動に、より積極的に貢献すべきである。是か非か。」
を論題に英語で議論を戦わせました。
　二人とも串木野中学校の在学中に英検準２級を取
得し、将来は英語が生かせる仕事に就きたいと話し
ていました。目標に向かってこれからも頑張ってく
ださい。

学園で生徒の祝福に迎えられ笑顔に 市役所にも準優勝の報告に 神村のゴールに応援も沸きました

橋谷キャプテン

「諦めずにやってきてよかった」

14



　神村学園専
修学校の日本
語学科で学ぶ
ベトナムとタ
イの留学生６
名が、冠岳小学
校 で １月20日
にあった「お正
月遊び集会」に
参加し、児童と
一緒に地域の
高齢者からお
正月遊びの手
ほどきを受け
ました。
　留学生や児

童は福笑いや羽根つき、けん玉などに挑戦。上手に
遊べる子もいましたが、ベトナムからきたアンさん
は、初めてするコマ回しに悪戦苦闘。「難しいけどお
もしろい。もっと日本の人たちと時間を過ごして日
本のことを知りたい」と笑顔を見せ、遊びに夢中に
なっていました。

　１月31日、いちき特産品直売所「季楽館」であった
いちき串木野ポンカン祭り。市内の生産者が丹精込
めて作ったポンカンはもちろんのこと、ポンカレー
やポンカン味のお餅やお酒、竹輪、ジャム、まんじゅ
う、チョコ菓子、さらに今年は両棒餅“ぽんじゃん”
も登場し、様々な味の“ポンカン“を楽しめました。
　化粧箱入りのポンカンも人気で買い求める人波が
絶えることはありませんでした。鹿児島市から毎年
ポンカン祭りに来るというご夫妻は「関東にいる叔
母に、ふるさとの味を届けてあげたい」と話し、宅配
便用の宛名を書き入れていました。

いちき串木野を丸ごと味わおう

ポンカン「薩州薩摩」蔵出し

日本の正月遊び楽しむ

故郷の味届けたい　ポンカン祭り賑わう

　鹿児島を丸ご
と味わう学校給
食週間中の１月
27日、給食セ
ンターではこの
日を「まるごと
いちき串木野の
日」として、学
校給食に特産品
のつけあげと荒
川地区で収穫さ
れた米が並びま
した。
　つけあげは、

市内のつけあげ製造事業所といちき串木野商工会議
所が昨年提供を申し出ていたもので、この日はつけ
あげを丸ごと食べてもらおうと、そのままの形で出
されました。
　生福小学校１年生の
教室では、子ども達が美
味しそうにほおばり「１
個じゃ足りない！」とい
う声も聞かれ、伊集院清
楽ちゃんは「家に帰った
らつけあげ買ってもら
う」と味が気に入った様
子でした。

　１月20日、ポンカンの貯蔵庫から鹿児島市場へ
向けて「本格貯蔵薩州薩摩」の出荷式があり、生産者
や関係者約30名が、初出荷を祝いました。
　収穫したポンカンを１か月以上貯蔵庫で熟成させ
ると甘みが乗り、酸味が和らぎます。そして糖度
12度以上など基準をクリアしたポンカンが「本格貯
蔵薩州薩摩」です。
　今年の出荷量は20トンを見込んでおり、昨年８
月の台風や鳥獣被害などで、例年に比べると７～８
割の量にはなりますが、味は例年どおり「甘みが乗っ
た美味しい味」とのことです。

市来小で配膳の様子。つけあげ
を興味深そうに見る児童
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日置チーム健闘！
鹿児島県地区対抗女子駅伝競走大会

　早春の霧島路を舞台に、鹿児島県地区対抗女子駅
伝競走大会が１月31日に霧島市で開催されました。
　本市からは神村学園高等部の谷口愛選手（２年）、
久田ちひろ選手（１年）、野崎こころ選手（１年）の３
選手と、串木野中学校の井亀真央選手（２年）が日置
地区代表として選出されました。
　６区を走った野崎選手は区間賞に輝く活躍をみせ、
チームは目標の６位に入りました。日置チームの今
後の更なる活躍を期待します。

　12月19日、串木野新港で第10回いちき串木野市
ロードレース大会が、２月に行われる県下一周駅伝
競走大会の日置地区選手選考会も兼ねて開催されま
した。主な成績は次のとおりです。（敬称略）

○小学校１～４年生男子の部（1.5km）
　２位　榎木　璃旺　串木野西陸上２年��５分48秒
　３位　仮屋　　玲　串木野西陸上２年��５分55秒

○小学校１～４年生女子の部（1.5km）
　４位　楮山　世來　羽島陸上　　４年��６分30秒
　５位　久保　美月　生福陸上　　３年��６分40秒

○小学校５～６年生男子の部（1.5km）
　１位　猪之鼻駿太　串木野西陸上６年��５分11秒
　２位　大六野　凛　生福陸上　　５年��５分41秒

○小学校５～６年生女子の部（1.5km）
　２位　坂元　茉歩　串木野西陸上５年��５分29秒
　５位　有馬　桃寧　生福陸上　　５年��５分44秒

○中学校男子の部（3.0km）
　１位　大六野光槻　生冠中学校　１年��９分39秒
　２位　伊東　大暉　生冠中学校　３年�10分00秒

○中学校女子の部（3.0km）
　２位　井亀　真央　串木野中学校２年�10分58秒
　５位　北ノ園蘭奈　市来中学校　２年�11分25秒

○一般男子の部（10.0km）
　１位　北ノ園博文　いちき串木野市大里�40分24秒
　２位　吉留　廣樹　いちき串木野市川上�41分39秒

健脚競う 市ロードレース大会

　１月17日、第18回元気な街づくりウオーキング
大会が開催されました。
　３km・５km・10Kmの３つのコースに、市内外
から353名が参加し、のどかな田園地帯やアップダ
ウンのある山道を、思い思いのペースで楽しみまし
た。
　休憩所やゴールでは、地元婦人会による手作りの
芋羊かんやゆで卵、バナナ等の振る舞いもあり、参
加者を喜ばせていました。
　また、会場の串木野西中学校では実行委員会の主
催で地元産の野菜や果物等の物産販売が行われ、賑
わいをみせていました。

第18回 元気な街づくりウオーキング大会
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　中央地区まちづくり協議会では、１月３日に小中
学生28名が参加し、書初め大会を開催しました。
　小学校１・２年生は硬筆で、小学校３年以上は毛
筆で、地区内の書道の先生の指導を受けながら筆を
走らせ、「正月」や「希望」などの文字を書き上げまし
た。
　作品は中央地区商店街にあるまちなかサロンに展
示され、作品を見ようと市民が訪れる姿が見られま
した。

新しい年への思いこめて書初め大会

　生福地区まちづくり協議会が、一般財団法人自治
総合センター「宝くじ助成金」を活用し、ステージや
提灯などを購入しました。これは、宝くじの社会貢
献や広報のため実施されている、コミュニティ助成
事業を活用したものです。購入したものは地区の夏
祭りなどの地域づくりイベントに有効活用されてい
ます。

生福地区まち協、「宝くじ助成金」で
イベント用資機材を購入

　１月15日に吉村ナツエさん（大六野）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27名となり、吉村
さんには、市からお祝いの花や記念品などを贈りま
した。いつまでもお元気で長生きしてください。

100歳おめでとうございます

　12月20日、市来弓道場で中高校生と社会人の交
流や弓道技術の向上を目指し、第27回市来地域弓道
大会が開催されました。
　大会には中・高校、社会人38名が参加し、親睦を
深めました。
　大会の主な成績は次のとおりです。（敬称略）
○中学生の部
　優勝　柳園�寿々　２位　別府�颯士　３位　政池�風輝
○高校生の部
　優勝　吉山�隆盛　２位　鉾之原�龍　３位　上原�将吾
○一般（男子）の部
　優勝　北山�龍次　２位　前田�　治　３位　中島�峯義
○一般（女子）の部
　優勝　薗田�梨香　２位　榎園�久美　３位　濱田�幸美
○総合優勝
　　　　薗田�梨香

第27回　市来地域弓道大会

　地元の焼酎銘柄のひとつ「海童」を応援する海童倶
楽部と海童会が、12月24日、青少年育成と交通安全
に役立ててほしいと、昨年に引き続き、市内公立小
学校９校と地区交通安全協会へ、それぞれ図書購入
のための寄付金と歩行者用反射材を贈りました。
　寄付金と反射材は11月７日、８日にあったイベン
トで、会員が綿あめやかき氷を販売した収益の中か
ら出したもので、海童倶楽部の満留久人副会長、海
童会の永井和之会長らが「青少年の育成に役立てて
ほしい」と教育長へ寄付金を手渡しました。

児童へ図書を歩行者に安全を
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　市内にある公立小・中学校体育館や校庭等を利
用して、スポーツ活動等を行いたい団体は、次に
より利用登録申請書を提出してください。
●受付期間　２月23日（火）～３月８日（火）
●登録用紙受取場所　各小・中学校
●登録用紙提出場所　利用希望の各小・中学校
●開放期間　４月１日～平成29年３月31日
　※�受付終了後、開放説明会（利用調整会）が各学
校で開催されるので、必ず都合をつけてご出
席ください。

　「経済センサス−活動調査」は平成28年６月１日
を基準日とし、すべての事業所と企業を対象に、５
年ごとに実施する調査で、今回で２回目となりま
す。この調査は経済の国勢調査といわれるほど重
要な調査です。ご理解・ご回答をよろしくお願い
します。
　なお、この調査が実施される年は、「工業統計調
査」、「特定サービス産業実態調査」は実施されませ
ん。

　臨時職員を募集します。応募する方は、履歴書
をいちき串木野市・日置市衛生処理組合事務局に
提出してください。
●募  集  数　１名
●仕事内容　し尿収集作業等
●応募資格
　・普通自動車免許（AT限定不可）
　・昭和31年４月２日以降に生まれた方
　・管内居住者（いちき串木野市・日置市東市来町）
●募集期間　３月１日（火）～７日（月）
●勤務場所　串木野衛生センター
●勤務時間　8:30～16:30
●勤  務  日　原則　月～金（週５日）
●雇用期間　４月１日～平成29年３月31日
　　　　　　（延長予定有）
●申込・問合せ
　いちき串木野市・日置市衛生処理組合事務局
　いちき串木野市海瀬410番地１

　市のすべての計画の基本となる「第一次総合計
画」が平成28年度に終了することから、平成38年度
を目標とする「第二次総合計画」を策定するため、基
本構想を審議する委員を募集します。
●募  集  数　５名以内（委員総数20名以内）
●応募資格　次の条件のすべてを満たすこと
　（1）�満20歳以上で、市内に１年以上居住または市

内の事業所に１年以上勤務していること
　（2）�年５回程度ある平日開催の会議に参加できる

こと
　（3）市の他の附属機関の委員でないこと
　（4）公務員、市議会議員でないこと
　（5）市税の滞納がない者
●任　　期　委嘱の日から平成29年３月31日まで
●応募方法　
　�　応募用紙に必要事項を記入し、持参、郵送、
FAX、もしくはメールにて提出してください。
　�　応募用紙は、政策課、市来庁舎市民課にある
ほか、市ホームページからもダウンロードでき
ます。

●応募期間　３月18日（金）まで（必着）
●応募・問合せ　政策課　政策係　
　　　　　　FAX　32-3124
　　　　　　メール　seisaku1@city.ichikikushikino.lg.jp

　社会福祉協議会では臨時職員・嘱託職員を募集
します。３月10日（木）までに履歴書を社会福祉協
議会本所（新生町183）に提出してください。

●応募・問合せ　社会福祉協議会

おしらせ版おしらせ版
来年度の学校体育施設の利用登録を受け付けます

市民スポーツ課（☎21-5129）

臨時職員（串木野衛生センター）募集
いちき串木野市・日置市衛生処理組合（☎32-3612）

総合計画審議会委員を募集
政策課（☎33-5634）

社会福祉協議会臨時・嘱託職員募集
社会福祉協議会（☎32-3183）

～事業所および企業のみなさまへ～
「経済センサス－活動調査」へのご協力のお願い

政策課（☎33-5672）

嘱託職員 臨時職員

募  集  数 事務職員１名 事務職員１名

仕事内容 一般事務

勤務場所 社会福祉協議会
本所

社会福祉協議会
市来支所

勤務時間 8:30～17:15

勤務日数 週５日勤務 週２～３日

雇用期間 ４月１日～H29年３月31日
（更新有）

賃　　金 月額123,000円 日額6,000円

応募資格
普通自動車運転免許・
パソコン操作の
できる方

普通自動車運転免許

選考方法 書類審査・面接
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　父母の離婚や死亡などにより、ひとり親や父母に代わり児童を養育している世帯などに対して、児童扶
養手当や医療費助成、就業支援給付制度などがあります。詳しくはお問い合わせください。

　児童扶養手当　
　�　児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが養育される家庭（ひ
とり親家庭）の生活の安定と自立、子どもの福祉の増進を図るため支給される手当です。
　※�平成26年12月から遺族年金や障害年金など公的年金を受給する方でも年金の月額が児童扶養手当の月

額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになっています。

１．児童扶養手当を受けることができる方
　�　児童（※）を監護している、右の①～⑧の
いずれかにあてはまる母（父）または、母（父）
にかわってその児童を養育している方

　※児童とは
　・�18歳に達する日以後、最初の３月31日（18
歳の年度末）までの方

　・�20歳未満で心身におおむね中度以上の障
害（特別児童扶養手当2級と同じ程度以上
の障害）がある方

　・いずれの場合も国籍は問いません。

２．児童扶養手当の額
左記は対象児童が１人の場合の手当額です。
児童が２人の場合は、左記の金額に5,000円を加算、
３人以降はさらに3,000円ずつ加算されます。

３．所得の制限
　　前年中の所得や扶養親族等の数により、手当の一部または全部が支給停止になる場合があります。

４．受給中の届出
　�　手当受給中は、毎年８月中に提出する現況届のほか、対象児童に増減があった場合、婚姻や児童の施
設入所など受給資格がなくなった場合、また、年金受給など所得に変更が生じた場合や住所が変更となっ
た場合など、必ず届出が必要となります。
　　※届出の遅れ、忘れ等により、手当の支給停止または手当を返還していただく場合があります。

５．手当が受けられなくなる場合
　�　次の要件に該当する場合、手当を受ける資格がなくなるので、必ず資格喪失届を提出してください。
届出をしないまま手当を受け続けた場合、その期間中の手当は全額返還していただきます。
　①手当を受けている父または母が婚姻したとき（内縁関係、同居も婚姻状態と見なします）
　②対象児童を養育、監護しなくなったとき（児童の施設入所、里親委託、婚姻を含む）
　③遺棄されていた児童の父（母）が帰ってきたとき（安否を気遣う電話、手紙等の連絡を含む）
　④児童が父（母）と生計を同じくするようになったとき（父（母）の拘禁解除の場合を含む）
　⑤日本国内に住所を有しなくなったとき　など

　ひとり親家庭等医療費助成について　
1．対象者
　�　市内に住所を有する医療保険加入者で、ひとり親家庭の父または母及び児童または父母のいない児童。
（※「児童」とは、児童扶養手当の対象児童のことをいいます）
　�　ただし、生活保護受給者、重度心身障害者医療費助成受給者、児童福祉施設または知的障害者援護施
設等の入所者で、医療費についてそれぞれ法の定めるところにより支給されている方、里親に委託され
ている方などは対象外です。

①離婚（戸籍上は離婚していても、内縁関係、同居も婚姻状態と見なしま
す。また、月に複数回以上、該当世帯に特定の異性が訪問することも内縁
関係と見なされる場合があり、手当は受給できません）
②父（母）が重度の障害
（国民年金法による１級２級並びに身体障害者福祉法による１級２級３級
及び４級の一部が該当）

③父（母）が死亡（遺族年金を受給できないとき）
④父（母）の生死不明
⑤父（母）に１年以上遺棄されている
⑥父（母）がＤＶ法により保護命令を受けた
⑦父（母）が拘禁（服役している）
⑧母が婚姻しないで産まれた児童

全 部 支 給 月額42,000円
一 部 支 給 月額41,990円～9,910円
支 給 月 ４月・８月・12月

福祉課よりお知らせ
福祉課（☎33-5618）・市来庁舎市民課（☎21-5117）
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２．受給資格の登録　�助成を受けるには、受給資格の登録が必要です。交付申請書及び認定調書に必要書
類を添えて、市役所窓口へ届け出てください。

３．助成の内容　　　�保険診療に係る一部負担金の全額を助成します。ただし、保険外の医療費や入院時
の食事代などは対象外です。

４．所得制限　　　　�児童扶養手当の所得制限に準じます。

５．助成金申請の方法　�いったん医療機関の窓口で自己負担金を支払ったのち、助成申請書に必要書類など
を添付して、市役所窓口に申請します。

６．更新と各種変更届　�受給資格者は毎年８月に更新の手続きが必要です。また、保険証や住所、支払金融機関、
養育している児童の変更等があった場合も届け出が必要です。

　ひとり親家庭の父母の就業を支援～給付金の案内　
　母子家庭の母や父子家庭の父の安定雇用を促進するため、母子家庭等自立支援給付金事業を実施してい
ます。各給付を希望する方は、事前にご相談ください。

＜自立支援教育訓練給付金＞
　能力開発講座を受講するための給付
　●対象講座　・教育訓練給付指定教育訓練講座
　　　　　　　・再就職希望登録者支援事業指定教育訓練講座など
　●対象者　　・児童扶養手当を受給している、または同様の所得水準の方
　　　　　　　・雇用保険法の教育訓練給付を受給できない方
　　　　　　　・過去に訓練給付を受給していない方
　●給付内容　 受講のための費用の20％（限度額10万円、受講のための費用の20％が4,000円以下は支給し

ません）
＜高等職業訓練促進給付金＞
　経済的自立に結びつく資格を取得するための養成機関での修業期間のうち、一定期間生活の負担の軽減
を図るための給付
　●対象資格　看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士など
　●対象者　　・市内に住所を有する方
　　　　　　　・児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準の方
　　　　　　　・養成機関で２年以上修業し、対象資格の取得が見込まれる方
　　　　　　　・就業または育児と修業の両立が困難な方
　●給付内容　

　ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業　
　高等学校を卒業していないひとり親家庭の親の学び直しを支援するため、ひとり親家庭高等学校卒業程
度認定試験合格支援事業を実施しています。申請する方は、事前にご相談ください。

　●対象講座　高卒認定試験の合格を目指す講座（通信制講座を含む。）
　●対象者　　・児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準の方
　　　　　　　・高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方
　●給付内容　・�受講修了時給付金・・・受講のための費用の20％（限度額10万円、受講のための費用の

20％が4,000円以下は支給しません）
　　　　　　　・合格時給付金…受講のための費用の40％（受講終了時給付金と合わせて15万円が限度）

　特別児童扶養手当　
1． 特別児童扶養手当を受けることができる方
　�　20歳未満で身体または精神に中程度以上の障害のある児童を監護している父もしくは母、または父母
にかわってその児童を養育している方（養育者）が手当を受けることができます。
　　外国人の方も支給の対象になります。

市民税課税世帯 市民税非課税世帯 支給期間
訓練促進給付金 月額70,500円 月額100,000円 修業期間の全期間（上限２年）
修了支援給付金 　　25,000円 　　��50,000円 修了日を経過した日以後
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　働く女性の家で自主活動しているグループが日
頃の学習成果を発表する『女性の家まつり』を開催
します。多数の皆様のご来館をお待ちしています。
●日　　時　３月９日（水）～３月12日（土）
　　　　　　9:00～17:00（最終日は15:00まで）
●会　　場　働く女性の家
●内　　容
　・作�品�展　�書道、古布パッチワーク、アメリ

カンキルト、和裁、手描き友禅、
華道、押し花、絵手紙、洋裁、ク
ラフトバッグ、バザー（袋物グルー
プの手作りバッグ）

　・活動発表　�12日（土）　13:30～15:00
　　　　　　　�社交ダンス、リズム＆ストレッチ体

操、フラメンコ、フラダンス、エア
ロビクス、日本舞踊、太極拳など

●日　　時　３月７日（月）　9:45～12:00
●場　　所　串木野健康増進センター　２階和室
●対  象  者　生後２か月～10か月児とその母親
●講　　師　わらべうたベビーマッサージ認定講師
　　　　　　小島　美幸�氏
●参  加  料　無料
●持ってくるもの　バスタオル・飲み物
●託　　児　あり（要予約・飲み物持参）
●申込・問合せ　３月４日（金）までに
　　　　　　さわやか子育て支援センター
　　　　　　☎33-0192
　　　　　　（太陽福祉会�太陽保育園内）

２．特別児童扶養手当の額
　　支給対象児童１人につき

手当は認定請求をした月の翌月から支給され、
年３回（４月、８月、11月のそれぞれ11日）
受給者本人の口座へ振り込まれます。

３．所得の制限
　　前年中の所得や扶養親族等の数により、手当の全部が支給停止になる場合があります。

４．受給中の届出
　　手当受給中は次のような届け出が必要です。
　　所得状況届・・・・・・�毎年８月11日から９月10日までの間に提出します。２年間提出しないと受給

資格がなくなることがあります。
　　有期再認定請求・・・・�原則として２年もしくは３年に１回、３月、７月、11月のうち定められた時期

に診断書を提出し、再認定を受けなければなりません。（支給停止中の方も必
要です）

　　資格喪失届・・・・・・受給資格がなくなったとき
　　額改定届・・・・・・・障害の程度が変わったとき、対象児童に増減があったとき
　　証書亡失届・・・・・・手当証書をなくしたとき
　　その他の届出・・・・・氏名、住所、支払金融機関を変更したときなど
　　※�届出の遅れ、忘れ等があると手当の支給停止または手当を返還していただく場合がありますので、

事由発生後、速やかに手続きをお願いします。

５．手当が受けられなくなる場合
　�　次の要件に該当する場合、必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受け続けても、
その期間中の手当を全額返還していただきます。
　①児童や父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
　②児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
　③児童が、児童福祉施設等（保育所、通園施設、障害児入所施設への親子入所を除く）に入所しているとき

１級（重 度 障 害 児） 月額　51,100円

２級（中 度 障 害 児） 月額　34,030円

手続きの方法や必要書類等、詳しくはお問い合わせください

ベビーマッサージ&産後シェイプアップ体操教室
福祉課（☎33-5618）

働く女性の家まつり開催
働く女性の家（☎32-7130）
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　平成28年度奨学生を次のとおり募集します。
【いちき串木野市奨学生】

●資　　格
・�本市に１年以上在住している方の子弟で、学資
の支弁が困難と認められる方
・連帯保証人は保護者と本市に在住する方の２人
　※�すでに、他の奨学金（下記の金額以上）を借り
ている方は申し込みできません。

●金　　額
・�高等学校、高等専門学校、専修学校高等部及び
特別支援学校高等部～月額15,000円以内
・大学、専修学校、高等専門学校専攻課程
　～月額30,000円以内
●貸与期間　正規の修学期間
●募集人員　10人程度
●返還方法
　卒業後１年経過時点から貸与月数の２倍の月数
以内に返還（無利子）

【農業自営者養成奨学生】
●資　　格
　県内の農業高等学校及び農業大学校に在学また
は進学予定で、次の①②のいずれにも該当する方
　①�上記の学校を卒業後、本市で３年以上農業を
本業として経営すると認められる方

　②本市に１年以上在住する方の子弟であること
・連帯保証人は保護者と本市に在住する方の２人
●金　　額　月額30,000円以内
●貸与期間　正規の修学期間
●募集人員　若干名
●返還免除
　卒業後引き続き本市において農業を経営する期
間が３年を超えると返還が免除されます。ただし、
３年以内で経営しなくなった場合は、特別な事情
を除き、一括返還となります。

【まぐろ漁船乗組員養成奨学生】
●資　　格
　水産課程を有する高等学校、船舶通信技術を取得
できる高等学校、海上技術学校及び海上短期大学
に在学または進学予定で、卒業後、本市に在籍す
るまぐろ漁船に３年以上乗船すると認められる方
・連帯保証人は保護者と本市に在住する方の２人
●金　　額　月額30,000円以内
●貸与期間　正規の修学期間
●募集人員　若干名
●返還免除
　卒業後引き続き本市に在籍するまぐろ漁船に乗
船する期間が３年を超えると返還が免除されます。
ただし、３年以内で乗船しなくなった場合は、特
別な事情を除き、一括返還となります。

●申込方法　�奨学生願書に必要書類を添えて提出
してください。

　　　　　　※�願書等は教育委員会総務課（市来庁
舎３階）に準備してあります。

●申込期限　４月８日（金）
●申込・問合せ　教育委員会総務課

　幕末・維新期に英傑たちを輩出した鹿児島県・山
口県・高知県・佐賀県の４県が広域観光スタンプ
ラリーを実施中です。
　ぜひ、ご参加ください。
●期　　間　平成30年12月31日（月）まで
●賞　　品　各年度ごとに抽選します。
　・４県の特産品詰合せ４万円相当
　　�　各県３か所の施設を４県めぐった方に抽選
で毎年度10名、計30名に

　・２県の特産品詰合せ４千円相当
　　�　各県３か所の施設を２県めぐった方に抽選
で毎年度30名、計120名に

●ラリーポイント　各県10か所の施設
　�　鹿児島県は薩摩藩英国留学生記念館、尚古集
成館、維新ふるさと館など

●そ  の  他
　�　詳しくは市または薩摩
藩英国留学生記念館の
ホームページをご覧くだ
さい。

●問  合  せ
　薩摩藩英国留学生記念館
　☎35-1865

　鹿児島まぐろ船主協会主催の串木野まぐろフェ
スティバルが、４月30日（土）と５月１日（日）に串
木野漁港外港で開催されます。
　出店を希望する事業者は、次の説明会に出席し
てください。
●日　　時　３月15日（火）　14:00～
●場　　所　串木野市漁協漁民研修センター
　　　　　　３階会議室（串木野浜町郵便局隣）
●対  象  者　市内に店舗・製造工場等がある事業者
　　　　　　※�今回の説明会に出席しない事業者

は出店できません。代理でもよい
ので必ず出席してください。

●問  合  せ　　鹿児島まぐろ船主協会　☎32-2181

薩長土肥スタンプラリー
観光交流課（☎33-5640）

平成28年度奨学生募集
教育委員会総務課（☎21-5126）

第25回串木野まぐろフェスティバル
出店事業者説明会

水産商工課（☎33-5637）
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　すべての住宅の寝室に住宅用火災警報器の設置
が義務づけられています。設置が済んでいない住
宅は、早急に設置してください。

●住宅用火災警報器が役立った事例
　朝６時30分頃から住人の77歳の女性が煮物を
作っていた。鍋に火をかけたまま７時頃から約10
分ほど家の外で自転車のタイヤに空気を入れてい
た。
　その後、台所に煙が充満し、住宅用火災警報器
が鳴ったが、本人は耳が不自由で、警報に気付か
なかったが、連動型で繋がっている近隣の住人宅
で住宅用火災警報器が鳴ったため、119番通報によ
り火災には至らなかった。

●設置する場所と種類
　・寝室（煙式）
　・�２階に寝室がある場合、寝室と階段の天井ま

たは壁の上方（煙式）
　　※�台所への設置義務はありませんが、設置し

ていれば安心です。（熱式または煙式）

●設置義務のある場所
２階建で、１階と２階に寝室がある場合

●設置済みの方へ
・���「いざ」という時に警報器がきちんと鳴るよう、1
年に１回程度、作動点検と清掃をしましょう。
・�点検は、点検ひもを引くか点検ボタンを押してく
ださい。清掃は、掃除機等でほこりを取りましょ
う。
・�電池の寿命は概ね５年から10年です。音声やラ
ンプ表示などで交換時期を知らせてくれるので、
新しい電池と交換してください。
・�詳しくは取扱説明書をご覧いただくか、一般社
団法人日本火災報知機工業会のホームページを
ご覧ください。

　アマチュアスポーツ（一般、少年団等）・文化・ボ
ランティア・地域活動などを行う４名以上の団体
を構成員として加入できます。
●対象と掛金

●補償内容　加入区分で異なります
●平成28年度加入受付について
　・受　　付　３月１日（火）から
　・保険期間
　　４月１日（金）～平成29年３月31日（金）
　　※�４月１日以降の申込は掛金振込日の翌日か

ら有効
●申込・問合せ
　（公財）スポーツ安全協会鹿児島県支部
　☎099-813-1108
　※加入申込書は市民スポーツ課にもあります。

スポーツ安全保険に加入しましょう
市民スポーツ課（☎21-5129）

住宅用火災警報器の設置はお済ですか?!
消防本部（☎32-0119）

串木野健康増進センター（☎33－3450）
　１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。
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　市では、乳幼児のむし歯予防に地域全体で
取り組んでいます。皆さんも、５歳児歯科検
診でむし歯０

ゼ ロ

を目指しましょう！
☆ かかりつけの歯科医院をつくって、家族み

んなで歯の健康づくりに取り組みましょう。

☆むし歯０
ゼロ
おめでとう☆

（５歳児歯科検診結果）

対象者 対　象 区分 掛金

子ども

スポーツ・文化・ボランティ
ア・地域活動 A1 800円

上記団体活動に加え個人活
動も対象 Aw 1,450円

大人
高校生
以上

ス ポ ー ツ 活
動、スポーツ
活動の指導・
審判

64歳以下 C 1,850円

65歳以上 B 1,200円

文化・ボランティア・地域
活動、団体員の送迎等 A2 800円

全年齢 危険度の高いスポーツ活動 D 11,000円

（   　）

 

設置 設置 

廊下 台所 

廊下 居間 
階段 

寝室 

寝室 
設置
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　相談はいっさい無料です。お気軽にご相談くだ
さい。秘密は厳守されます。

※�『法律相談』を希望する方は社会福祉協議会に予
約してください。（定員７名）
その他の相談は、当日会場で受け付けます。
●問  合  せ　社会福祉協議会

　移動図書館車が市内を巡回します。気軽にご利
用ください。

※詳しくは、市立図書館へお尋ねください。
※�１、２、３、７、８、９、15コースについては、
前日に防災無線で放送いたします。

　本の貸出・返却、本の整理、展示などの図書館
員の一日体験をしてみたい小学生を募集します。
●日　　時　３月26日（土）14:00～15:30
●場　　所　市立図書館本館
●定　　員　４名（小学校１～６年生）
●申　　込　３月５日（土）から図書館本館で受付
　※電話での申込み不可（定員になり次第締切）

●日　　時　３月27日（日）　13:30～（１時間程度）
●場　　所　いちきアクアホール２Ｆ多目的室
●内　　容　児童向けアニメの上映

コース 巡回日 コース 巡回日
1コース 1日（火） ９コース 10日（木）
2コース 2日（水） 10コース 15日（火）
3コース 3日（木） 11コース 16日（水）
4コース 4日（金） 12コース 17日（木）
5コース 8日（火） 13コース 22日（火）
6コース 9日（水） 14コース 23日（水）
7コース 11日（金） 15コース 24日（木）
8コース 18日（金）

お　く　や　み（１月届出分）

故　人 年齢 住所または 
公 民 館 喪主または届出人

上迫田　ヱ　ミ 91 別　府 上迫田　冨　夫
木　原　正　己 87 西浜町 木　原　ひとみ
永　里　宏　平 84 元　町 永　里　律　子
中　屋　美枝子 86 萩元下 中　屋　　　学
久見瀬　ノリ子 80 安　茶 久見瀬　正　行
永　　　ユ　ミ 88 金山下 永　　　久　美
久　保　時　雄 93 坂　下 久　保　ヒ　ロ
迫　　　滿　廣 79 潟小路 迫　　　良　子
内　德　ミツ子 81 酔之尾 内　德　　　巡
大　里　ミサヱ 87 御倉町 大　里　秀　昭
田　中　惠　三 82 西島平町 田　中　ヨシヱ
松　田　ヨ　シ 94 小　瀬 松　田　和　廣
濵　畑　幹　夫 74 田中中村 濵　畑　勇　子
惠　良　政　子 88 羽　島 惠　良　　　勇
西　　　　　司 68 御倉町 西　　　久美子
今　村　隆　文 58 別　府 今　村　清　子
濵　田　道　儀 86 大　里 濵　田　トシ子
上　薗　ユ　キ 94 野　元 上　薗　悦　子
平　原　　　勇 85 横　須 平　原　テイ子
永　山　とし子 65 薩摩山 永　山　公　弘
松　﨑　シノブ 94 田中中村 郡　山　志保子
古　海　美津志 60 平　江 古　海　美記子
吉　留　鉃　二 92 中井原 吉　留　健　治
中之薗　　　諭 78 大　薗 中之薗　敬　子
松　元　ツタエ 95 田中中村 松　元　一　応
植之原　チ　ヅ 101 御倉町 植之原　紘　瑛

（届出人が同意された方を掲載してあります）�

相�談�場�所
及　び
相�談�時�間

相談種別
相　談　日

相談員4日 11日 18日 25日
金 金 金 金

串木野高齢者
福祉センター
9:00 ～
12:00

生活・福祉
児 童 相 談 ○ ○ ○ ○ 心配ごと

相 談 員
年 金・ 保 険
交通事故相談 − ○ ○ ○ 社会保険

労 務 士

財産・登記相談 ○ − ○ ○ 司法書士�
行政書士

税金・経営相談 ○ − − − 税 理 士

※法律相談 − ○ − − 弁 護 士

市来高齢者
福祉センター
10:00 ～
12:00

生活・福祉相談

8日 15日 22日 −
心配ごと
相 談 員

火 火 火 −

○ ○ ○ −

３月の移動図書館車巡回日程
市立図書館（☎33-5655）

一日としょかん体験募集
市立図書館（☎33-5655）

３月の心配ごと相談
社会福祉協議会（☎32-3183）

ミニシアター
市立図書館（☎33-5655）

訂正とお詫び
　平成28年１月20日発行広報紙「まちの話題」の
記事に誤りがありました。訂正しお詫び申し上
げます。
広報紙第123号17ページ
記事「先人との縁を大切にゴンザ顕彰祭」１行目
正：ゴンザ神社のある羽島崎神社の境内で…
誤：ゴンザ神社のある羽島南方神社の境内で…
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市町村

加の）円005費会年（済共害災通交度年82成平 ※
入申込書は、平成 27年度に加入された世帯のみ

 ○問合せ　まちづくり防災課　☎ 33-5631

村村村村村村村村村村

交通災害共済家族みんなで 加入しましょう！

500円年会費 見舞金 100万円高
最 （死亡の場合）

ひとり年額 500円です。途中加入も同額です。

１等級…100万円　２等級…18万円　３等級…13万５千円　４等級…11万５千円　５等級…９万５千円
６等級…７万５千円　７等級…５万５千円　８等級…３万５千円　９等級…２万５千円災害見舞金

申込みは３月中に 申込期間を過ぎても
途中加入できます。

平成 28年４月１日～翌年３月31日
共 済 期 間

※市町村交通災害共済は、鹿児島県市町村総合事務組合が運営しています。

に配付しています。平成 27年度分に加入してい
ない方で、来年度加入を希望する方は、まちづく
り防災課または市来庁舎市民課へご連絡ください。

かわいい天使たち（12月届出分）

西上原　悠
ゆう
汰
た
くん

（元町）
須納瀬　蓮

れん
くん

（東塩田町）
宮之原　明

ひろ
久
き
くん

（汐見町）
柚木﨑　愛

め
依
い
ちゃん

（恵比須町）

お姉ちゃんと仲良く、
元気にたくましく育ってね♡
父：豪さん・母：明日香さん

うちの天使♡３人兄弟仲よくね♡
父：拓也さん

いつもニコニコ、
明るく楽しくすごそうね！
父：聖さん・母：あゆみさん

すくすく元気にそだってください
父：渉太さん・母：夕那さん
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出生届の届出期間は、生まれた日から14日以内
※持参するもの ･･･
●出生届（出生証明書）１通　　●母子健康手帳　　
●国民健康保険証（加入者のみ）　　●印鑑（届出人のもの）
（�届出人が同意された方を掲載してあります。また住所欄は公民館、または住所での掲載となります。）



かわいい天使たち（12月届出分）

「広報いちき串木野」作成につき写真のご提供、取材等にご協力してくださったみなさん、本当にありがとうございました。
発行：いちき串木野市役所 政策課　〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地１　（TEL）0996ｰ32ｰ3111（FAX）0996ｰ32ｰ312426

萩原　美
み
希
き
奈
な
ちゃん

（崎野）
武井　冬

とう
馬
ま
くん

（桜町）
西之園　健

けん
仁
と
くん

（平向）
橋之口　和

わ
叶
かな
ちゃん

（汐見町）

お兄ちゃん・お姉ちゃんと仲良くね♡
父：明さん・母：宏美さん

元気に育ち、親を越えて行け !!
父：裕治さん・母：美幸さん

強く優しい子に育ってね。
お兄ちゃんと仲良く。
父：渉さん・母：由記子さん

お姉ちゃんと仲良く元気に育ってね
父：健志さん・母：奈緒美さん

小牟田　桜
お
音
と
ちゃん

（中組）
西中間　結

ゆ
愛
あ
ちゃん

（日ノ出）
東峯　壮

そう
真
ま
くん

（照島）
内村　舷

げん
二
じ
くん

（酔之尾）

みんなに愛されるやさしい子に育ってね。
父：和輝さん・母：奈津紀さん

お姉ちゃんと仲良くね♡
父：慎二さん・母：綾香さん

お姉ちゃんと仲良く
元気にまっすぐ育ってね
父：勇章さん・母：由紀さん

お兄ちゃんと仲良く元気に育ってね
父：勇介さん・母：美由紀さん

川原　悠
ゆう
太
た
郎
ろう
くん

（大原町）
尾崎　由

ゆ
奈
な
ちゃん

（袴田）
満留　芙

ふ
優
ゆ
梨
り
ちゃん

（ウッドタウン）
峯元　理

り
央
お
ちゃん

（栄町）

生まれてきてくれてありがとう !
元気に育ってね !!

父：大輔さん・母：正子さん

たくさん食べて大きく育ってね♡
父：幸平さん・母：えりかさん

お姉ちゃんと仲良く遊んでね♪
父：崇弘さん・母：芳奈さん

良い人ではなくてよいので、
人の好い人になってください。
父：英人さん・母：美咲さん

楠生　ひかりちゃん
（上名）

生まれてきてくれてありがとう♡
父：忍さん・母：沙織さん

西迫　結
ゆい
人
と
くん

（酔之尾）

たくさんの人と結ばれますように♡
父：幸人さん・母：幸子さん

久保園　太
たい
翔
が
くん

（平向）

お姉ちゃん達と元気に育ってね !
父：翔吾さん・母：のぞみさん

東　煌
こう
士
し
郎
ろう
くん

（松原）

お兄ちゃんと仲良く
元気で大きくなってね♡
父：誉士治さん・母：真由子さん


