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自分で淹れる
�贅沢なひと時
　市内にある自家焙煎の喫
茶店で、２月 １４ 日に開か
れたコーヒーの淹れ方教室。
　遠くは東京や霧島市から
１８名の方が参加し、淹れ方
のコツをマスターから教わ
りました。
　その後は参加者がそれぞ
れ自分のコーヒーを淹れて
いきます。挽いた豆に細口
のポットからお湯を注ぐと
コーヒーの深みのある芳香
が、柔らかい灯りの店内に
広がりました。
　友人３名で参加した岩切
輝仁さんは、普段からコー
ヒーを楽しんでいるそうで、
「お湯の注ぎ方が今まで思っ
ていたのと違っていた」と
新しい発見があったようで
す。



平成26年度を振り返って
　今年度も残すところあとわずか。広報紙では地域や市民の皆様の頑張る姿を中心に、市の取組や情報
などを、お伝えしてきましたが、今一度、市であったことを振り返ってみたいと思います。

　幕末、日本の未来を案じ、密かに羽島
浦から英国へ渡った19名の若き薩摩藩
士。命をかけて世界を見聞しようとした
彼らの生き様や功績を顕彰する薩摩藩
英国留学生記念館が7月20日にグランド
オープンしました。
　館内には400点の貴重な資料を収蔵し、
美しい展示にも目を奪われます。
　年間来館者数の目標を２万３千人とし
ていましたが、開館から約半年たった２
月１日には来館者４万人目を達成。その
人気ぶりが伺えます。

薩摩藩英国留学生記念館グランドオープン

平成26年度いちき串木野市ニュース　 トップ5
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　記念館を核に住民も地元を盛り上げようと頑張っていま
す。それまでの観光ボランティアガイドに加え、住民が観光
クルーズ船、民宿、ピザ釜や飲食店、ギャラリーなどをオー
プン。お土産も地域の女性グループや羽島漁業協同組合など
が開発しました。
　また、景観を良くしようと、フラワーポッドの設置やガー
ドレールの塗装も住民の手で行っています。
 
　オープン後は記念館を文化の発信地にしようという動きも
出てきています。薩摩藩英国留学生やその時代について学ぶ
講座の開催や、記念館を支援するサポートカンパニーがこだ
わりの品を出店する市場の開催など、記念館は、文化的活動
を通して人との交流が広がる場にもなりつつあります。

夜の薩摩藩英国留学生記念館
建物は羽島の風情に映える薩洋折衷建物。

（かごしま・人・まち・デザイン大賞を受賞）
（関係記事 P2４）

２階のデッキからは東シナ
海の絶景が一望でき、眼下
には留学生が旅立った瀬も
見ることができます。

薩摩藩英国留学生記念館グランドオープン
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　糖尿病や肥満が気になる方などに適した外食
メニューとして、市内の飲食店や弁当店と管理
栄養士が塩分やカロリーを控えた「E

い ー と で

ATde健康
メニュー」を開発。
　食塩相当量３グラム未満、600キロカロリー
未満などの条件を満たす料理で現在は15店舗で
提供されています。

　2014年度全国高校総合体育大会で、神村学園
女子ソフトボール部が、32年ぶり３度目の優勝
を飾りました。
　決勝翌日の８月６日に凱旋してきた監督や選
手たちを、同校の生徒や保護者など約200名が
笑顔で川内駅で出迎え、監督とキャプテンに花
束が渡されました。

E
い ー と で

ATde 健康メニュー
提供始まる

神村学園女子ソフトボール部
インターハイ優勝
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　６月８日、総合体育館の特設ステージ
にお馴染みのメロディにのせて、予選
250 組から選ばれた 20 組の方々が登場。
　ゲストに歌手の堀内孝雄さんと香西か
おりさんを招き、楽しいあっという間の
45 分間の生放送でした。

　５月26日に、第75回国民体育大会鹿児島県準備委
員会第４回総会が行われ、本市が次の競技種目の開
催地として選定されました。
　平成32年の開催に向けて、鋭意準備を進めていき
ます。

　●バレーボール競技　成年男子
　●バスケットボール競技　少年女子
両競技とも総合体育館を会場に開催されます。

「NHKのど自慢」開催

（巨大なセットが総合体育館に組まれました）

会場となる総合体育館と国体旗

平成32年第75回鹿児島国体で２つの競技の開催地に3
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　車の最高速度を時速30kmに規制する「ゾーン
30」が８月中旬から照島地区に設けられています。
ゾーン30に指定されたこの区域では、毎年のように
人身事故が発生しています。「ゾーン30」の入り口
には写真のようなカラー舗装がされています。安全
に注意して運転しましょう。

7月

9月 ゾーン30運用開始（照島地区）（1日）

７日
８日
14日
19日
20日

21日
24日

27日
29日

ハウスミカン鋏入れ式
㈱ヒガシマル立地協定
MBCいちき串木野市ふるさとウィーク（～20日）
第44回串木野さのさ祭り（～20日）
薩摩藩英国留学生記念館グランドオープン
黎明祭
クリーンアップ作戦
串木野巨峰観光農園鋏入れ式
第９回小学校水泳記録会
消防団消防操法大会
市中学校英語力向上夏季セミナー（～30日）

７日
13日
26日
28日

第11回アートフェスタin市来
第10回青少年のための科学の祭典
すこやかおせんしのスポーツ大会
虫追踊

　平成25年10月にNPO法人を取得した総合観光案内
所が本格始動。E

イ ー ト

ATこバスやスタンプラリー、料理
教室など、魅力ある事業を展開。おもてなしが人気
を呼び、多くのファンを作っています。また、これ
までの観光協会と特産品協会が４月２日に合併し、
観光特産品協会となり市の観光特産品のPRに取り
組んでいます。

4月 観光・特産品の分野で活動充実

6月 「柳原白蓮」の歌碑人気スポットに

　長崎鼻には、柳原白蓮が詠んだ歌の歌碑がありま
す。白蓮が昭和32年４月に本市に講演に来たとき長
崎鼻を訪れ詠んだものです。白蓮がNHKの朝の連
続テレビ小説「花子とアン」に登場した人物のモデ
ルだったこともあり、歌碑を訪れる人が増えました。

７日
10日
12日
13日
21日

26日
30日

特認校児童出発式
市転入教職員研修会
第13回徐福花冠祭（～13日）
第57回串木野浜競馬大会
県高齢者障害者虐待対応専門職チームと相談
に関する委託契約調印
第23回串木野まぐろフェスティバル（～27日）
EATde健康メニュー認定書授与式

８日
18日

NHKのど自慢
原子力災害避難計画住民説明会（～20日）

１日
17日
24日
25日
26日

災害協定調印式
第34回愛のカーネーション献血
第13回荒川ほたるでナイト（～25日）
いちきウオーキング大会
第75回鹿児島国体２競技開催地として選定される

5月

8月
２日
４日
５日
６日
９日
10日
23日
24日
　
30日
31日
　

祇園祭・サマーフェスタin市来
市子どもサミット
神村学園女子ソフトボール部インターハイ優勝
市教育講演会
せせらぎフェスタ
七夕踊
GENKI Music Festival
川上踊
羽島南方神社太鼓踊
第４回いちき串木野まちなか市
生福市
マリンビーチフェスタ2014
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　川上地区で、
土砂災害を想定
した、初の「総
合防災訓練」を
実施し、川上地
区住民や消防団
など延べ350人
が参加しまし
た。訓練は事前

シナリオを用意せず実施。大雨の影響で刻々と変わ
る状況に参加者が対応する、より実践的な訓練とな
りました。

11月 市総合防災訓練（９日）

10月 皆既月食（3年ぶり）（8日）

3月 瀬渡船開洋丸転覆事故から30年
（31日）

　10月８日、３年ぶりに、
月が地球の影にすっぽりと
隠れる皆既月食を本市でも
観測できました。当日は、
雲もない絶好の夜で、日が
沈んだ午後６時ごろから東
から南の空にかけて珍しい
天体ショーを楽しむことが
ました。

７日
　
　
　
13日
14日

15日
28日
　
　

学童親善ドッジボール大会
田園荒川ずカップ　田んぼゴルフ大会
ふれあいフェスタ
第17回れいめいウオーク羽島・土川大会
第９回市ロードレース大会
衆議院議員選挙
自主文化事業「清水良太郎ものまねライブ」
観光イチゴ園開園式
第17回チルドレンフェスティバル
浜ん馬場ん朝市「年の瀬市スペシャル」
消防団年末夜警（～29日）

１日
８日
12日
16日　

23日
29日
30日

文化祭（～３日）
市子ども会大会
市小・中学校音楽発表会
食のまちいちき串木野キャンパス
おたから発見☆いちき串木野検定
かんむりだけ山市物産展
全国わがまちCMコンテスト入賞
第９回市地区対抗駅伝競走大会

２日
10日
13日

14日
15日
22日
24日
25日

30日

ほぜ祭
「まぐろの日」キャンペーン
川内原子力発電所新規性基準適合性審査結果
に関する住民説明会
救命ステーション認定式
第10回市小学校陸上記録会
第３回市英語暗唱・スピーチ大会
第９回自衛消防隊対抗防火大会
いちき串木野づくし産業まつり～地かえて祭り～ (～26日）
鹿児島うんまかもんフェスティバル2014inいちき串木野（～26日）
市道徳教育フォーラム

１日
８日
　
12日
　
14日

いちき串木野ポンカン祭り
生涯学習大会
濵﨑シェフと地元料理店による料理教室
かごしま・人・まち・デザイン大賞受賞

（薩摩藩英国留学生記念館）
いちき串木野かるた大会

１日
２日
15日
21日
22日

29日

第19回徐福ロマンロードウオーキング大会
旭町ロータリーラウンドアバウト運用開始
第4回薩摩街道歴史探索ウオーキング大会
神村学園第87回選抜高等学校野球大会出場
ガウンガウン祭
びょうびょう祭
第13回さくら祭り
太郎太郎祭

３日
４日
５日
７日
18日
31日

市成人式
消防出初式
初市（日置北部公設地方卸売市場）
鬼火焚き（～11日）
第17回元気な街づくりウオーキング大会
市公式ホームページリニューアル

12月

1月 プロ野球選手野球教室（４日）

2月 特産品直売所スタンプラリー
（１日～ 3月15日）

　昭和60年、
瀬渡船開洋
丸が釣客26
名を乗せ、
下甑に向か
う途中転覆
し、乗客と
船 長27名 全
員が死亡し
た痛ましい

事故から30年経ちます。３月12日に長崎鼻にある慰
霊の碑に関係者が献花し犠牲者を弔いました。

　市来地域出
身で北海道日
本ハムファイ
ターズで活躍
する飯山裕志
選手を招き、
多目的グラウ
ンドで野球教
室が開催され
ました。

　飯山選手からは子ども達へ、「目標を決めて日々
の練習を頑張ってほしい」とメッセージが贈られま
した。

　市内６つの直売所を巡るスタ
ンプラリーを初めて開催。期間
中は各直売所で実演や特売が行
われるなど、市内外から多くの
人が直売所を訪れました。

皆既月食の
連続撮影写真
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JＲ市来駅

至　北側駐車場（月極）至　北側駐車場（月極）

（身障者用）

南側駐車場
（短時間有料、
一般12台
身障者2台）

駐輪場（無料）
屋根付通路

タクシー バス

一般

至　国道

JＲ市来駅

屋根付通路

タクシー バス

ロータリーロータリー

一般

至　国道

駐輪場（無料）

（身障者用）

南側駐車場
（短時間有料、
一般12台
身障者2台）

市来駅前ロータリーの通行方法が変わります
水産商工課（☎33-5638）

　３月２日、串木野地域商店街にある旭町ロータリー
が、信号機のない「環状交差点（ラウンドアバウト）」
としての運用が始まりました。県内初で、九州でも２
か所目の運用となります。
　５つの市道が交わるこのロータリーは戦後の区画整
理ですでにロータリーの形になり、昭和４6年には今の
通行方法になっていましたが、昨年９月の道路交通法
改正に伴って、通行の優先順位が定められました。
　通行方法は今までと変わりありませんが、この日、
警察署や交通安全協会の関係者などが、環状交差点に
なったことや新しく取り付けられた標識の説明などを
通行する車両にチラシを配り説明しました。

交差点（ロータリー）入り口に取り付けられている標識。
真ん中の標識が交差点内は時計回りに通行することを示している。

これを機にもう一度確認を！
旭町ロータリー（環状交差点）の通行ルール
・交差点（ロータリー）に入る手前で一時停止
・交差点内を走っている車が優先
・交差点内は時計回りで通行
・交差点から出る時は左ウインカーをあげる

● 北側駐車場方向からロータリーへ
の進入
　 　直接右折はできません。ロータ
リーを右回りに走行してください。

● 南側駐車場方向からロータリー
への進入
　 　左折してください。

● 送迎車
　 　一般車両の乗降場所です。駅
舎前（屋根付通路側）に、バス・
タクシー乗り場がありますが、
バス・タクシーが停車していな
い時は、一般車も送迎に利用で
きます。

交差点に入る時は一時停止

交差点内は時計回りに走行

横断歩道あり注意

　市来駅前ロータリーの通行方法は、３月末から下図のように
一方通行になります。通行には十分注意してください。

旭町ロータリー県内初の環状交差点に
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昭和33年当時、まだ馬が輸送機関の主力だっ
た頃に、地元の荷馬車組合が花見の余興に
行ったのがきっかけで始まったこの大会も、
今回でなんと58回目を迎えます。半世紀に
わたって続けられてきたこの一大イベント
にぜひお越しください！

※�当日は、会場周辺駐車場が大変混雑します。西薩中
核工業団地の臨時駐車場と会場を結ぶ無料シャトル
バスが運行しますので、こちらの駐車場をご利用く
ださい。また、ＪＲ串木野駅から会場までの無料シャ
トルバスもピストン運行します。

■進　行
９：30 10：00 11：00 12：00 13：00 14：00 15：00 15：30
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

予選レース 決勝レース
開会宣言 セレモニー・催し物

地元物産展・お楽しみ抽選会

西薩工業団地
（臨時駐車場） 会　場（照島海岸）
ＪＲ串木野駅

約10分

シャトルバス運行図 （９：00～16：00頃までピストン運行）

串木野浜競馬大会
第 58回 いちき串木野市市制施行 10 周年記念

（薩摩藩英国留学生渡欧 150 周年記念）

いちき串木野市照島海岸
平成 27年４月５日（日）９：30～

輓馬レースの様子

ばふーん饅頭などの特産品が並ぶ、
地元物産展も開催！

ウマいよ！！

※�ばふーん饅頭は馬に扮した売
り子が移動販売します。

航路標識（照射灯）の移設のお知らせ
　長崎鼻公園の西端に設置されている「串木野港
三ツ瀬照射灯」は、老朽化等の理由により３月下
旬に現在の位置から東南東側へ約 50 ｍ移設し、
鉄筋コンクリート造２階建にリニューアルされ
ます。
　灯台や照射灯等の航路標識は、船舶が安全に航
行するためになくてはならない重要な施設です。
大切にしていただきますようお願いいたします。

※�この照射灯は、昭和 26年に設置された旧串木野
港灯台（通称　さのさ灯台）に平成４年に併設さ
れて以来、南方約 700 ｍに位置する島平沖合い
の浅瀬（三ツ瀬）を夜間に照らし、付近を航行す
る船舶の安全を守ってきました。３月 25日（水）
にリニューアルされる新照射灯の点灯式が行われ
ます。

旧串木野港灯台に設置されている三ツ瀬照射灯○問合せ
　串木野海上保安部交通課　☎ 32-2362

三ツ瀬照射灯
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県広報コンクールで「特選」をいただきました
　鹿児島県広報コンクール「１枚写真の部」で、昨年２月 20日
号広報紙の表紙に掲載した写真が特選を受賞、全国広報コンクー
ルに県代表として推薦されました。
　受賞した写真は、ポンカン初出荷の日、貯蔵庫で作業をする生
産者、西中間 勉さんの姿を撮影したものです。
　今後も市民の皆様の頑張る姿をお伝えできるように頑張ってま
いります！
＜審査員コメント抜粋＞
　・ 収穫後のひと手間が、おいしいミカンをつくるのでしょう。農家の
営みをうまくとらえた秀作です。

　・ 貯蔵庫いっぱい出荷を待つポンカン。みかんの甘さが漂ってきます。
　・消費者の目にすることのない場面を伝えるいい写真です。

（タイトル）
　蔵出しの日を迎えて

DATE
Canon　EOS KissX7
EF-S18-200㎜ f3.5－5.6IS 
絞り優先　f13  1/30　ISO3200　
露出補正　－1/3
焦点距離　29㎜（35㎜換算）
撮影日　H26.1.28
撮影者　政策課広報統計係

コース 巡回場所 予定時刻 ４月巡回日
１コース 荒川小学校 １3:１0 ～ １４:00 7 日（火）

平江公民館東 １４:30 ～ １４:50
浜ヶ城旧南商店隣 １5:00 ～ １5:20
塩田団地 １5:30 ～ １6:30

2 コース 旭小学校・旭幼稚園 １3:１0 ～ １４:20 ８ 日（水）
薩摩金山蔵駐車場 １４:30 ～ １４:50
麓（八久保公園） １5:00 ～ １5:20
酔之尾東団地 １5:30 ～ １6:30

3 コース 冠岳小学校 １3:１0 ～ １４:00 9 日（木）�
冠岳小休みウッドタウン １４:20 ～ １5:00

酔之尾西潟山アパート駐車場 １5:20 ～ １5:４0
ひばりが丘団地 １5:50 ～ １6:30

４ コース 羽島中学校 １3:１0 ～ １3:50 １0 日（金）

5コース 羽島小学校 １3:１0 ～ １４:00 １４ 日（火）�１2：４0～
6コース 生福小学校 １3:１0 ～ １４:00 １5 日（水）
7コース 川上小学校 １3:00 ～ １3:４5 １7 日（金）

中組集落センター １3:50 ～ １４:１0
迫公民館 １４:20 ～ １４:４0
川南交流センター １４:50 ～ １5:１0
市来駅前 １5:20 ～ １6:30

※詳しくは市立図書館へお問い合わせください。

コース 巡回場所 予定時刻 ４月巡回日
８コース 串木野西中学校 １3:１0 ～ １3:50 20 日（月）

浜町市場通り会無料駐車場 １４:00 ～ １４:20
9 コース 生冠中学校� １3:１0 ～ １3:50 １6 日（木）

麓公民館 １４:１0 ～ １４:30 生冠中休み
10 コース 荒川小学校 １3:１0 ～ １４:00 2１ 日（火）
11 コース 旭小学校　 １3:１0 ～ １４:00 22 日（水）
12 コース 冠岳小学校 １3:１0 ～ １４:00 23 日（木）
13 コース 羽島小学校 １3:１0 ～ １４:00 2８ 日（火）
14 コース 生福小学校 １3:１0 ～ １４:00 2４ 日（金）
15 コース 川上小学校 １3:00 ～ １3:４5 30 日（木）

恵比須県営住宅 １４:00 ～ １４:20
佐保井住宅 １４:30 ～ １４:50
迫田前県営住宅 １5:00 ～ １5:20
市来駅前 １5:30 ～ １6:30

　図書館が遠くて利用しにくい地域の方々のために、
図書館に行かなくても下記の巡回場所で本の貸し出
しや返却ができます。
　お気軽にご利用ください。

移動図書館車「ゆめはこぶくん」が市内を巡回します！
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大きな石を取り除いて石垣を築
く苦労の連続でした。
　木場迫公民館の建物ができた
のはそんな頃です。昭和６年頃
に小学校の校舎に使われていた
木材を使って建てられました。
その後婦人会の講習のためなど
にと、座敷の一部が取り払われ、
今も残るかまどや流し台が作ら
れました。
　集団開墾では借金を返すのに
果樹や野菜栽培のほか、養鶏組
合を作り、卵代で借金の返済を
していました。その卵の集荷場
として公民館は昭和１2年頃に増
築されました。また、当時は乳
牛を飼っていた人も多く、牛乳
の集荷場でもありました。
　その後ミカン栽培は町の基幹
産業に成長します。最盛期を知
る人は、今の３号線からミカン
山を見ると、「収穫時期はミカン
が紅葉のように見えて壮観だっ
た」と懐かしそうに話されました。
　まちが大きくなり、公民館前
の道路が拡幅されると、公民館
は道路に干渉しないように建物
の一部の向きを替え、現在の木
場迫公民館の形になります。

� ･◦◦●◦◦･
　楽しみや喜び、まちの発展、
そして開墾時の苦労など、木場
迫集落の人が集う時、その場所
は約90年もの間この木造の公民
館でした。

　２月８日、お昼、木場迫公民
館に次々と集落のお年寄りが集
まってきました。この日は年に
１度のそば振る舞いの日。寒い
日だけにあつあつのそばが体を
温め、笑顔があふれます。

� ･◦◦●◦◦･
　この日振る舞われたそばは、
木場迫いきいきクラブ（KIC）
１１名が中心になって作った手作
りです。集落内のそば畑で種ま
きから収穫、そば打ち、そして
スープも前日から鶏がらを煮込
んで作りました。「そばを食べて
元気に長生きを！」と１0年以上
前から続けています。

　木場迫集落の活動はこれだけ
ではありません。夏祭り、七夕踊、
グラウンドゴルフ大会、鬼火焚
き、産業祭、今年は初めて避難
訓練も実施。また、２年前からは、
東日本大震災で被災した小学校
へ、集落で作ったもち米を贈る
など、様々な活動を続けています。
　こうした活動の拠点になって
いるのが木場迫公民館です。

� ･◦◦●◦◦･
　木場迫集落を含む大里地域は
ミカンの産地です。
　木場迫集落の山手側の周山地
区と大谷山地区はミカン栽培の
適地として、昭和３年に集団開
墾が始まりました。開墾は人力
で立木を切り、根を掘り起し、

現在の木場迫公民館

今回は、古いけど、なんだか味のある木造の建物、木場迫公民館にまつわるお話です

木場迫公民館シリーズ　まち・ひと元気⑲

そばを手に笑顔があふれる

　木場迫公民館の館長、藤田一
生さんは「多くの活動は先人た
ちが大切にして続けてきたこと。
楽しみにしている人がいるから
続けていける」と話しました。
　この古い公民館は、きっと今
からも人々が集う憩いの場とし
て、またこの地区の歴史の証人
として、人々の営みと共にあり
続けるのでしょう。

▲今も残るかまどでそばを一気にゆでる

▲昔の石の流し台が新鮮に映る。
　老若男女一緒に作業。触れ合いの場だ。
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春です　学んでキャリアアップ！
　春は何かを始めるにはいい季節です。学びを通して仲間づくりや自分磨きをしてみませんか。
お気軽にご参加ください。

１．生涯学習講座（対象者は市内居住の方）
講座�
番号 講　座　名 学　習　内　容 定　員 主な

開講場所 日　時

１ オカリナ教室
だれにでもできるやさしいオカリナ入
門教室です。楽譜の苦手な人も大丈夫
です。

１5名 中央公民館 第１木曜日
１3:30 ～ １5:00

2 フットセラピー教室
足裏ツボ療法を中心に、その時期の健
康づくりを学びます。健康を自分の手
でつくりましょう。

１5名 中央公民館 第４火曜日
１0:00 ～ １2:00

3 笑いヨガ＆音楽療法 笑って健康！笑って元気！みんなで笑
おう笑いヨガ！歌も楽しみます。 25名 中央公民館 第４金曜日

１0:00 ～ １１:30

４ ふるさと探訪 郷土史の屋内学習と、バスで市内の史
跡をめぐる野外研修です。 25名 中央公民館 第１金曜日

9:30 ～ １１:30

5 ヘルシー料理教室
健康を考え、カロリーや塩分を控えめ
にした栄養バランスのよい料理づくり
をめざします。

20名 中央公民館 第３水曜日
9:30 ～ １2:00

6 カラーセラピー講座
色のしくみを知り、服飾やインテリア
などに生かし、心の癒しに役立てましょ
う。

１5名 中央公民館 第２木曜日
１9:00 ～ 2１:00

7 歌とベルチャイムの
集い

なつかしい歌などを楽しく歌い、ベル
チャイムを楽しみます。 25名 照島交流�

センター
第１月曜日

１0:00 ～ １１:30

８ 楽しい七宝焼
日本の伝統工芸である七宝で、アクセ
サリーや小物を作ります。焼成も自分
でできます。

１5名 市来地域�
公民館

第１火曜日
9:30 ～ １１:30

9 お花くらす
フラワーアレンジメント・リース作り
等をしながら今まで知らなかった花の
世界を楽しみます。

１5名 市来地域�
公民館

第２火曜日
１9:30 ～ 2１:00

１0 家庭菜園教室 市来農芸高校の先生による野菜・土作
りの基礎などを学ぶ教室です。 30名 市来農芸

高校
第３土曜日
9:00 ～ １１:00

１１ 庭木剪定教室 基礎知識を学び庭木や果樹の剪定の技
能を習得します。 １5名 市来地域�

公民館
第３木曜日
9:00 ～ １１:00

１2 初めての人も作れる
陶芸

粘土の性質が分かれば誰でも作れます。
自分の陶器を作ってみましょう。 １5名 市来地域�

公民館
第１･３月曜日
１3:30 ～ １5:30

１3 木工教室 木工ろくろでの、盆・皿・湯のみ等の
製作を中心に、木材加工を学びます。 １5名 愛林工房 第２･４水曜日

9:00 ～ １１:00

※定員を大幅に割り込むと、開設しない場合があります。　
※材料代等は自己負担になります。　
※日時は、会場や祝日等の関係で変更になることもあります。
※短期講座の募集は、別途「広報いちき串木野」に掲載します。

～学びあい　ともに輝く人生を～
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【申込】
　①�このページの申込書を切り取り、社会教育課・中央公民館・いちきアクアホールへ４月９日（木）
までに提出してください。

　　※�ＦＡＸ【ファックス番号　36-50４４（社会教育課）】または、市のホームページ（※）からも
申し込みできます。（※トップページの「教育・文化・スポーツ」→「生涯学習講座」）

　②受講者の決定は後日、申込者全員へ連絡します。
　　（定員を超えた場合は、初心者・申込み回数の少ない方を優先します）
　③�開講式を５月 １5日（金）に行い、講座ごとにテーマや年間の運営について話し合いを持つ予定
です。詳しい日程は、受講決定通知の際、お知らせします。

２．“誰でも参加できる”高齢大学（高齢者元気度アップポイント事業の対象）

※これだけはぜひ受講したいという最優先講座があれば、その講座番号を一つだけ○で囲んでください。
　（ただし、定員の関係で必ず受講できるとは限りません）
※希望する講座をこれまで何回受講したか、その回数も必ず記入してください。
　これまで、受けたことがない講座（初めての申込）は０となります。
※用紙が不足する場合は社会教育課・中央公民館・いちきアクアホールにあります。

講座番号 受�講�希�望�講�座�名・　高齢大学�等� これまでの受講回数 今後、開設を希望する講座があれば、次に
記入してください。

（フリガナ）�
氏　　　名 住　所　(〒　　　　　　　　) 公民館名 年齢 電　　話

（　　　　　　　　　） いちき串木野市

平成 27年度　生涯学習講座・高齢大学申込書　　申込期限　４月９日（木）
（切り取り線）

高齢大学名 開講場所 開講予定日

冠岳高齢大学 冠岳交流センター 毎月5日　前後

生福高齢大学 生福交流センター  〃 10日　 〃

上名高齢大学 上名交流センター  〃 18日　 〃

中央高齢大学 市民文化センター  〃 25日　 〃

照島高齢大学 照島交流センター  〃 30日　 〃

旭　 高 齢 大 学 旭　交流センター  〃 12日　 〃

荒川高齢大学 荒川交流センター  〃 ３日　 〃

羽島高齢大学 羽島交流センター  〃 17日　 〃

土川高齢大学 土川交流センター 隔月17日　 〃
湊 ・ 川 南
と き わ 大 学 市来地域公民館 毎月24日　 〃

川北ときわ大学 川北交流センター  〃 15日　 〃

川上ときわ大学 川 上 小 学 校
多 目 的 ホ ー ル  〃 22日　 〃

◎ 60歳前半の方も参加されています。
◎�予定日が土曜日・日曜日・祝日等の場合は変更にな
ります。
◎開講は５月で、翌年３月までの １１回です。
◎�学習内容は生きがいづくりや健康づくり、一般教養
などで、１時間程度の内容です。
◎平成26年度の学習内容
　・体操教室　・さつま狂句　・歌を楽しむ
　・高齢者としての生き方　・七宝製作
　・行政書士のお話　・ふるさとの歴史
　・腹話術　・笑いヨガ　・工作　・講演など
　　　（年度により異なります）

【高齢大学の申込】
　�　初めて高齢大学に申し込まれる方は、（各高齢大
学の学級長か）社会教育課へ申し込んでください。
年齢は問いません。

社会教育課　☎ 21-5128
〒 899-2192
いちき串木野市湊町１丁目１番地

問合せ
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３．働く女性の家定期講座

４．健康講座　４月から次の講座が始まります。

講�座�名 日　時 定員 回数 開講日 講座内容 (持ってくるもの・教材費 )

通
　
年
　
講
　
座

お 菓 子 作 り 第１土曜日�
１3:30 ～ １5:30 30名 １0回 5/2 パテシエからお店のように美味しいお菓子を作

るポイントを学びます。（エプロン、三角巾）

西 洋 料 理 第2土曜日�
１0:00 ～ １2:30 30名 １0回 5/9 フレンチやイタリアンなど西洋料理を学び料理

の幅を広げましょう！（エプロン、三角巾）

暮らしの中の�
ハ ー ブ

第2火曜日�
１0:00 ～ １１:30 １5名 １0回 5/１2 美容・健康・料理など生活に役立つハーブの効

用や育て方を学びます。（１000円程度）

郷 土 料 理 第2木曜日�
9:30 ～ １2:00 30名 １0回 5/１４ 鹿児島や全国各地の郷土料理を楽しく学びま

しょう！（エプロン、三角巾）

栄養士さんの�
健 康 レ シ ピ

第４金曜日�
１0:00 ～ １2:30 30名 １0回 5/22 栄養士さんから栄養やカロリーを考えた健康的

な料理を学びます。（エプロン、三角巾）

前
　
　
期
　
　
講
　
　
座

症 状 別 簡 単�
ストレッチ体操

毎週木曜日�
１４:00 ～ １5:00 １5名 １0回 5/7 腰痛・肩こり・頭痛など症状別に効く簡単スト

レッチを学びます。

ボールペン字 第１・3金曜日�
１0:00 ～ １１:30 １5名 １0回 5/８ 美しい文字が書けるように基本を学びます。

（ボールペン）（5月は８日と22日開催）

フ ラ ダ ン ス 毎週火曜日�
１0:30 ～ １2:00 １5名 １0回 5/１2 日本にいながら南国気分。ハワイアンミュー

ジックに乗って楽しく踊りましょう！

洋 服 の�
リ メ イ ク 術

第2・４水曜日�
１3:30 ～ １5:30 １5名 １0回 5/１3 タンスに眠っている洋服をリメイクするいろい

ろなアイデアを学びます。（裁縫道具）

講�座�名 日　時 定員 講　　座　　内　　容

フィットネス講座ＺＵＮＢＡ
音楽に合わせて楽しく体を動かす講座です
　・無料レッスン　３月27日（金）１9：30～
　　　　　　　　　３月30日（月）１１：00～

昼 の 部 毎週月曜日�
１１：00～ １2：30 20名

夜 の 部 毎週金曜日�
１9：30～ 2１：00 20名

健康体操教室 毎週月曜日�
9：30～ １１：00 20名

体力や筋力の低下、日頃の運動不足が気になる方を対象にし
た健康講座です
　・無料レッスン　３月30日（月）9：30～

●対　　象　市内に居住または勤務している女性を優先（男性も受講可）
●場　　所　働く女性の家
●受 講 料　無料（ただし材料代・教材費等は実費負担、料理講座は１回 600円程度で５回分を前納）
●申込方法　４月 2１日（火）までに働く女性の家へ　☎ 32-7１30
　　　　　　（受付：火～土　９：00～ １7：00）
●託　　児　満２歳以上～未就学児　　※申込み時に届け出てください。保険料が必要です。

●共通事項
　・場　所　いちきアクアホール
　・月会費　2,000 円（初回スポーツ保険料 １,８50 円が別途必要）
　・受講は中学生以上（中高生は保護者同伴）
●申込・問合せ　㈱図書館流通センター　☎ 2１-5８00
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春は、卒業・入学・進学・就職など、青少年にとって人生の節目となる大切な時期です。
家庭、学校、職場、地域及び関係機関・団体が連携を図り、青少年健全育成を推進しましょう。

以上のことを踏まえ本市青少年健全育成市民会議では以下のような内容を協議し、
推進していくこととしました。

３月11日（水）～４月10日（金）
春の「郷

ふる

土
さと

に学び・育む青少年運動」

●�青少年健全育成の基本は「あいさつ」である。今後も学校、家庭、地域などと連携し、
引き続き「市民総ぐるみのあいさつ運動」を展開していく。
●�大人も積極的に地域行事等に参加し、地域ではできるだけ子どもたちの顔と名前を
覚え、大人から声かけやあいさつをするように心がける。
●�ネット社会における様々な問題を周知し、ケータイ等利用についての「家庭でのルー
ルづくり」を啓発していく。

　子どもたちへのちょっとしたあいさつや声かけは、大人
と子どもの心のふれあいの第一歩です。特に、「○○さん、
おはようございます！」のように名前や一言添えたあいさ
つをすると、より親しみをもってくれます。

大人が変われば、子どもも変わる
「みんながアドバイザー」運動

学校では
◆�家庭、地域、関係機関・団体等と連携し、児童・
生徒の地域活動への参加を推進しましょう。
◆�春休みの過ごし方について、児童・生徒への
指導を徹底するとともに、家庭や地域と連携
し、非行防止や事故防止に努めましょう。

地域では
◆�地域であいさつ・声かけ運動を実践しましょ
う。
◆�地域活動を通して、地域ぐるみで青少年を育
み、青少年団体や青少年リーダーの活用を図
りましょう。
◆�子どもや子育て家庭を温かく見守り、相談に
のりましょう。

家庭では
◆�子どもの新しい生活への希望や夢を話し合い
ましょう。

◆�「家庭の日」や「育児の日」を中心に、家族
のふれあう機会を設けましょう。

◆�子どもの年齢に応じた生活習慣や社会のルー
ルを身につけさせましょう。

職場では
◆�勤労青年に働く喜びを与える職場づくりに努
めましょう。

◆�「青少年育成の日」等に行われる青少年育成
活動や地域活動等へ参加しやすい職場環境づ
くりに努めましょう。

◆�「ノー残業デー」を設定し、家庭の団らんを
応援しましょう。

市民総ぐるみの「あいさつ運動」
子どもたちに積極的に、あいさつ・声かけを
しましょう。
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平成27年度いちき串木野市スポーツカレンダー
～人が輝き　文化の薫る　世界に拓かれたまち～

月日曜 大　　会　　（�行　　事�）　　名 会��場

【市社会体育関連】　※総合体育館行事は別掲

4

5 日 第１８回さくら祭りねんりんピック弓道大会 市来弓道場
第29回串木野テニスダブルス大会 市庭球場

13月市ゲートボール協会春季大会 秀栄ドーム
19日南日本カップ社会人サッカーリーグ 多Ｇ
23木日置地区春季交流グラウンドゴルフ大会 多Ｇ
25土串木野黒潮創立４0周年記念大会 多Ｇ

第１6回市合気道会演武大会 串中武道館
26日少年硬式野球北薩大会 多Ｇ

市新人ソフトボール大会 市来運動場

5

4 月読売旗ソフトボール大会 多G
9 土第3１回市春季交流グラウンドゴルフ大会 多G
10日 第2８回B＆G杯女性ミニバレーボール大会 B＆G・串体セ

第30回照島地区グラウンドゴルフ大会 長ソ場
17日中央地区グラウンドゴルフ大会 多G

第39回市内ソフトテニス大会 市庭球場
18月 第４6回公民館対抗ベストメンバーバレーボール大会（～ 23日）市来体育館
20水 すこやかおせんしのグラウンドゴルフ大会 多G
24日第8回いちきウオーキング大会 市来地域

第70回春季職域ソフトボール大会 多G・市来運動場
30 土 第１0回市陸上選手権大会 多G
31日 第12回串木野太極拳連盟上海倶楽部発表会 串体セ

第１6回生福地区グラウンドゴルフ大会（6/7） 多G
下旬 第25回さのさゲートボール鹿児島県大会 多Ｇ

6

6 土少年男女国体ソフトテニス県予選（～7日）市庭球場
14日 第2８回夏季九州選手権南部連盟予選大会（2１日） 多G
18木第3８回市ゲートボール選手権大会 秀栄ドーム
27土 日置地区スポーツ少年団競技別交歓大会（剣道）市来体育館
28日第１0回市長旗争奪軟式野球大会 多Ｇ

7

12日 B&Gチャレンジレスキュー 20１5 市民プール
地区県民体育大会選考会（ソフトボール）（１9日） 多Ｇ

18土プール開き 長﨑鼻プ・市プ
20 月 第４回海の日サーフィン体験教室 照島海岸
24金 第35回生福地区ナイターソフトボール大会（～25日） 多G
26日 第１0回市水泳選手権大会 串西中プ
30木 第１８回「海の日」B＆Gマリンスポーツ大会 B＆G・艇庫

8

2 日 第63回照島地区小中学生球技大会 串体セ他
9 日少年サッカー南薩地区リーグ戦 多Ｇ

第４3回県小学生相撲選手権大会 相撲競技場
16日南日本カップ社会人サッカーリーグ 多G
17月 第3１回市長旗争奪ナイターソフトボール大会（～ 2８日） 多G
22土 第2８回全九州鹿児島硬式野球大会（～2４日） 多G他
23日第23回若鷲旗争奪ソフトボール大会 多G
30日 第１0回本浦地区公民館対抗グラウンドゴルフ大会 長ソ場

第20回上名地区グラウンドゴルフ大会 多G

9

6 日

第3１回照島地区グラウンドゴルフ大会 長ソ場
第１0回市剣道選手権大会 串小体育館
第9回会長旗争奪軟式野球大会 多G
第１5回ソフトミニバレーボール総合選手権大会 串体セ・市来体
B&G杯パークゴルフ大会 ＰＧ場

12土第８回市長杯パークゴルフ大会 ＰＧ場
第１回市長旗争奪公民館対抗グラウンドゴルフ大会 多G

13日第１0回市民ゴルフ大会 未定
第35回秋季職域ソフトボール大会 多G・市来運動場

19 土 いちきソフト35周年記念大会（～ 20日）市来運動場

月日曜 大　　会　　（�行　　事�）　　名 会��場

9

20 日 少年サッカー南薩地区リーグ戦 多Ｇ
21月第2８回フレッシュリーグ・ジュニア大会 多G
22火 第36回公民館対抗壮年バレーボール大会（～26日）市来体育館
23水 第32回宮之原杯中学校新人ソフトテニス大会 市庭球場
25金すこやかおせんしのスポーツ大会 多G

27日
中央地区パークゴルフ大会（午前中） ＰＧ場
南日本カップ社会人サッカーリーグ 多G
第63回串木野弓道大会 串木野弓道場

10

4 日 第9回連盟旗争奪軟式野球大会 多G
11日 第2８回秋季九州南部地区連盟大会（１2日・25日・１１/１）多G・市来運動場
14 水 第１１回小学校陸上記録会（１5日） 多G
18日第10回市民体育大会 多G

市ソフトボールスポーツ少年団選抜大会 市来運動場
22木 第32回市秋季交流グラウンドゴルフ大会 多G
24土第3８回Ｂ＆Ｇ杯少年剣道錬成大会 B＆G

25日
身体障害者運動会 串体セ
第7回照島地区パークゴルフ大会（午前中） ＰＧ場
第20回混成バレーボール大会 市来体育館

11

1 日 第20回Ｂ＆Ｇ杯少年柔道錬成大会 B＆G
中央地区バレーボール大会 串体セ

3 火第5回汐見旗争奪ソフトボール大会 多G
7 土第2８回硬式野球中学１年生大会（～８日）多G・市来運動場
8 日 第32回照島地区グラウンドゴルフ大会 長ソ場
15日 第2４回硬式少年野球焼肉なべしま杯大会（22日・23日） 多G

第８回さのさ銃剣道大会 市来武道館
19木市ゲートボール協会秋季大会 秀栄ドーム
22日第４１回シーサイドソフトテニス大会 市庭球場

第４9回北薩地区空手道選手権大会 市来体育館
26木日置地区秋季グラウンドゴルフ大会 多G
28土 第１2回浜野食品杯さのさ旗争奪小学生バレーボール大会 市来体育館

29日
第10回市地区対抗駅伝競走大会 新港周辺
市スポーツ少年団秋季ソフトボール大会 市来運動場
南日本カップ社会人サッカーリーグ 多G

12

6 日 スローピッチソフトボール大会 多G
13日第18回れいめいウオーク羽島・土川大会 羽島地区
16 水 市ゲートボール打ち初め大会 秀栄ドーム
20日 第2８回B＆G杯公民館対抗ミニバレーボール大会 B＆G・串体セ

第１0回市ロードレース大会 新港周辺

1

10日 第４回新春ソフトテニス打ち初め大会 市庭球場
14木市ゲートボール協会打ち初め大会 秀栄ドーム
17日第18回元気な街づくりウオーキング大会 野平・荒川

第2１回市サッカー選手権大会（2/7） 多G
24日 第35回西薩地区中学校バレーボール大会 市来体育館・串中体育館
30 土 地区スポーツ少年団交歓交流大会 アクアホール

2

7 日 第１１回さわやかボウリング大会 串木野GB
第9回市柔道大会 B＆G

14日地区ソフトボール少年団送別大会 多G
第63回県下一周市郡対抗駅伝競走大会（本市通過）国道3号線

20土第29回市内家庭婦人バレーボール大会 市来体育館
21日 第29回硬式少年野球春季九州選手権南部連盟予選大会（2８日・3/6） 多Ｇ他
28日市ソフトボール少年団交歓大会 市来運動場

3

4 金 第30回串木野さのさ杯サッカー大会（～6日） 多G
6 日第20回徐福ロマンロードウオーキング大会 冠岳・生福

20 日
第１7回市来桜サッカー大会 多G
第9回レクリエーションダンス協会発表会 アクアホール
第30回木場彦杯家庭婦人バレーボール大会 市来体育館

26土第29回春季九州選手権大会（～ 27日） 多Ｇ
★　紙面の都合で掲載していない行事等もあります。
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◇市民スポーツ課（市来庁舎）　　☎２１－５１２９
◇総合体育館、庭球場　　　　　　☎３２－８５８８
◇多目的グラウンド・市来運動場　☎３３－２7８８
◇串木野体育センター　　　　　　☎３２－１８９９
月日曜 大　　会　　（�行　　事�）　　名

【市総合体育館行事予定】
4 4 土 南九州四県対抗バスケットボール県予選18土全九州バレーボール総合選手権選考会

5

8 金地区高体連春季体育大会（バドミントン）
16土地区スポーツ推進委員研究大会
17日第４１回市バスケットボール選手権大会
23土県中学校バレーボール大会
24日県中学校剣道大会
31日第33回生福地区バレーボール大会

6

4 木パークゴルフ指導員等・初心者講習会
6 土地区スポーツ少年団指導者協議会研修会
10水地区中体連バスケットボール競技（～ １2日）
18木市小学校体育主事等研修会
20土県ミニバスケットボール大会
21日第４5回市内卓球大会
27土県小学生バレーボール全日本予選
28日第3１回市空手道選手権大会

7

5 日地区県民体育大会選考会（バドミントン）
12日少林寺拳法鹿児島県大会
22水県中体連バスケットボール競技
23木県中体連剣道競技（～ 2４日）
26日第１回鹿児島飛翔杯バドミントン大会

8
1 土県小学生バレーボール連盟夏季大会
2 日第5回全国ママさんバレーボール冬季大会県予選大会
23日第１回スポーツ少年団交歓バドミントン大会
29土県ミニバスケットボール大会

9
19土 市町村対抗剣道大会
20日県民体育大会剣道競技
22火マストカップバスケットボール大会（～ 23日）

10

1 木 地区高体連秋季体育大会（バドミントン）
3 土県バスケットボール協会主催大会（～ ４日）
12月第４6回全国選抜バスケットボール県予選（１7日）
14水地区中体連バスケットボール競技（～ １5日）
25日第2８回日置地区ママさんバレーボール争奪戦大会
30金春高バレーボール県予選（～ １１/１）

11
15 日 第52回市内バドミントン大会
21土 第４6回全日本ミニバスケットボール選手権県予選（～23日）
28土 第１2回浜野食品杯さのさ旗争奪小学生バレーボール大会
29日 第36回県ママさんバレーボールシニアレディース大会

12
6 日 第１7回串木野ライオンズクラブ学童親善ドッジボール大会
13日鹿児島県中学校新人剣道大会
19土九州車椅子バスケットボール大会（～ 20日）
1 24日 西薩地区中学校バレーボール大会30土県中学校卓球全国大会予選新人戦（～ 3１日）

2
6 土レノヴァ鹿児島公式戦（～ 7日）
12金全九州春季バスケットボール大会（～ １４日）
20土WJBL（バスケットボール）（～ 2１日）
27土県小学生バレーボール送別大会（～ 2８日）
3 5 土県小学生バレーボール新人戦（～ 6日）19土レノヴァ鹿児島公式戦（～ 20日）

※�市民スポーツ課とスポーツ推進委員は、皆さまのスポー
ツやレクリエーションを通した健康つくり・仲間つく
りを支援・応援するため、県とともに

「マイライフ・マイスポーツ運動」
� を推進しています。

◇市来体育館・武道館　　　　　　☎３６－２８８１
◇Ｂ＆Ｇ海洋センター　　　　　　☎３２－８９９４
◇いちき串木野パークゴルフ場　　☎３２－８１１８
※スポーツ情報及び社会体育施設の利用は上記まで！

【総合体育館の予約（一般利用）について】
【予約受付期間】

（市内者）
　利用月の２か月前から申込み可能。

（市外者）
　利用月の１か月前から申込み可能。
　（利用日競合の場合は利用者間で協議）

　※ 電話による予約はあくまでも仮予約になりますので、
必ず申請書を総合体育館に提出してください。

　※  トレーニングルーム・ランニングロードは予約無しで
利用できます。

　※休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）

【主な社会体育施設】
◆　市総合体育館（�バレーボール４面、バスケットボール

３面）
◆　市庭球場（コート８面、内４面夜間照明施設）
◆　旭運動広場
◇　多目的グラウンド
　　（４00ｍトラック、野球２面、
　　　　　ソフトボール４面、夜間照明施設４面）
◇　市来運動場（野球１面、ソフトボール２面）
◇　市来体育館（�バレーボール３面、バスケットボール２

面、バドミントン９面）
◇　市来武道館（剣道１面、柔道１面）
◇　市民プール
◇　Ｂ＆Ｇ海洋センター
　　体育館（バレーボール２面、
　　　　　　バスケットボール１面、バドミントン４面）
　　武道館（剣道１面、柔道１面）、プール、艇庫
◇　川上運動広場（ソフトボール１面、夜間照明施設１面）
◇　串木野弓道場（５人立）、市来弓道場（６人立）
◇　串木野体育センター（バレーボール２面、
　　バスケットボール１面、バドミントン４面）
◇　長崎鼻公園ソフトボール場
　　（ソフトボール１面、夜間照明施設１面）
◇　相撲競技場
◇　いちき串木野パークゴルフ場（36ホール）
○　�ニュースポーツの貸し出しについては、総合体育館・

串木野体育センター・市来体育館にお気軽にお問い合
わせください。

　　�ただし、数量に限りがあります。借用に際しては、事
前に各施設にお問い合わせください。
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選挙特報
鹿児島県議会議員選挙の投票日は４月12日（日）
投票時間　７：00～ 18：00（旧土川小学校は17：00まで）

鹿児島県議会の議員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４月１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　４月４日（土）から４月11日（土）まで（土・日もできます）
　　●時　間　８：30～20：00
　　●場　所　中央公民館１階（いちき串木野市立図書館前ロビー）
　　　　　　　市来庁舎１階会議室
　　　※�平成７年４月６日～４月13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。
　　�（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、４月
８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紛失した方は、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、３月28日（土）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、投票所で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 上名交流センター 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７年３月３日から平成７年４月 13 日までに生まれ

た方で、平成 27年１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７年４月 13 日までに生まれた方で、平成 27 年１
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　4月3日（金）8：30～17：00

◎選挙権がある方
　�　次の要件を満たし、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７年４月 13 日

までに生まれた方
　○住所要件　�平成 27 年１月２日

までに転入届をした
方
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健康なまちづくりシリーズ

イラスト等「ロコモチャレンジ！推進協議会」テキストより抜粋

ロコモ予防！毎日コツコツ運動習慣

こんな症状、思い当たりませんか？　～ロコチェックしてみましょう～
１つでも当てはまる人は要注意！あなたの筋力やバランス能力はどうですか？
①　片足立ちで靴下がはけない
②　家の中でつまずいたり、すべったりする
③　階段を上るのに手すりが必要である
④　家のやや重い仕事が困難である（掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど）
⑤　２㎏程度の買い物をして持ち帰るのが困難である（１㍑の牛乳パック２個程度）
⑥　15分くらい続けて歩くことができない
⑦　横断歩道を青信号で渡りきれない

～ロコモは関節や筋肉が衰えて動作が困難になる運動器症候群です～

ロコモ（ロコモティブシンドローム）ってなに？
　骨・関節・筋肉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。要介護や寝たきりの原因の４分の
１はロコモに関係しています。

ロコモを予防する運動「ロコトレ」をご紹介します♪
バランス能力をつけるロコトレ１　片脚立ち

下肢筋力をつけるロコトレ２　スクワット

左右１分間ずつ１日３回行いま
しょう。

深呼吸をするペースで５～６回行
います。１日３回行いましょう。

転倒しないよう
に必ずつかまる
ものがある場所
で行いましょう。

指をついただけで
もできる方は、机に
指先をついて行い
ます。

床につかない程
度に、片脚を上
げます。

スクワットができない
ときは、イスに腰かけ、
机に手をついて立ち座
りの動作を繰り返しま
す。

机に手をつかずにできる場
合はかざして行います。

膝が出ない
ように注意つま先は

30度開く
1�肩幅より少し広め
に足を広げて立
ちます。つま先は
30 度くらい開き
ます。

2�膝がつま先より前に出
ないように、また膝が
足の人差し指の方向に
向くように注意して、
おしりを後ろに引くよ
うに身体をしずめます。

ポイント

ポイント

●�姿勢をまっすぐに
して行うようにし
ましょう。
●�支えが必要な人は、
十分注意して、机に
手や指をついて行
います。

●�動作の最中は息を止めないようにし
ます。
●�膝に負担がかかり過ぎないように、
膝は 90 度以上曲げないようにしま
しょう。
●�太ももの前や後ろの筋肉にしっかり
力が入っているか、意識しながらゆっ
くり行いましょう。
●�支えが必要な人は、十分注意して、
机に手をついて行います。
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　旭地区安全パトロール隊が活動する旭地区は、市の北側、
旭小学校に接する国道３号線とＪＲ鹿児島本線沿いの４集
落、人口約 600人、高齢者が多い地域です。
　旭地区安全パトロール隊は、まちづくり計画作成のアン
ケート結果に基づき、空き家も多いことから、防犯の強化
と安心・安全な地域づくりのため、隊員 26名、車両４台で、
平成 25年 １0月に発足しました。
　活動は、青パトが地域内を毎週２回巡回パトロールして、
子ども達の登下校中を見守るほか、まちづくり協議会青少
年育成部に協力し

て、不審者や不審車両を早めに見つけたり、空き家・廃屋・
危険個所の点検や、独居老人宅への声かけ活動などを行って
います。
　また、旭小学校のスクールガードとして、登下校時、交差
点に立ったり、交通量が多い国道３号線の通学路を子ども達
と一緒に毎日登下校する隊員もいます。
　隊員の皆さんは、「通学路では色々な触れ合いがあって、
毎日が楽しく、いつも子ども達から元気をもらっています。
子ども達と元気にあいさつを交わ
すと笑顔が増え、健康にも気を配
るようになりました。今後も、地
域の安全と子ども達が犯罪や交通
事故などに遭わないよう活動を続
けていきたい」と話されました。

　自転車防犯登録は、盗まれた時の早期発見につながります。引っ越すときは手続きをしましょう。

・県外からの転入、県外への転出
　　　…現住所地で抹消手続きした後、新しい住所地で新規登録
・登録済の方で県内転居…新しい住所地で住所変更登録
・登録済の自転車を譲るとき…�抹消手続きした後に、譲受人が新

規登録
・自転車の廃棄・売却…登録の抹消手続きをした後、廃棄・売却

引っ越しの季節です！
自転車の防犯登録・抹消の手続きをお忘れなく

「ただ今、青パト隊パトロール中」
旭地区安全パトロール隊

地域安全ニュース
「毎月11日は、地域安全推進の日」

【みんなでつくろう　安全安心のまち】

まちづくり防災課（☎33‐5631）３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

～手続きに関するお問い合わせは、警察または防犯協会にご連絡ください～

短時間の駐輪もロックを
忘れずに確実な施錠、二
重ロックで被害防止

登録ステッカー

子ども達の登下校を見守る隊員
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地元の旬の食材を味わおう!! 農政課（☎33－5635）

地鶏と根菜類を煮込んだ料理はご馳走の一品。

※�ほかにも、四季折々の地元の農林水産物を使用したレシピ集を市ホームページに掲載してありますので、ご覧ください。

地鶏のごった煮
材料（２人分）
　　地鶏肉（一口大）� ………………100ｇ
　　大根� ………………………………50ｇ
　　ごぼう� ……………………………30ｇ
　　にんじん� …………………………30ｇ
　　里いも� ……………………………50ｇ
　　こんにゃく� ………………………30ｇ
　　生揚げ� ……………………………30ｇ
　　きぬさや� …………………………10ｇ
　�砂糖�…………………………大さじ1.5
Ａ�みりん� ………………………小さじ２
　�酒� ……………………………小さじ２
　　薄口醤油� …………………大さじ２弱
　　だし汁�………………………1.5カップ
　　植物油� ………………………大さじ1/2
❶�こんにゃくは塩でもんで、水洗いする。
❷�大根・にんじん・里いも・ごぼう・こんにゃくは一口大に乱切りにする。
❸大根・こんにゃく・ごぼうは下ゆでする。
❹生揚げは熱湯をかけ、油抜きし、角切りにする。
❺�鍋に油を熱し、地鶏肉を炒め、野菜を炒め、だし汁を入れ、野菜が煮えたらＡを入れしばらく煮て、薄口
醤油を入れ味つけする。
❻きぬさやを塩ゆでし、❺に盛りつける。

【1 人あたり】
エネルギー …266kcal
たんぱく質�……13.4ｇ

脂質� …………13.3ｇ
炭水化物�……19.5ｇ
食塩相当量……2.6ｇ

かぶら蒸し

❶白身魚と海老は塩をし、さっと湯にくぐらす。
❷かぶは皮をむきすりおろし、巻きすなどで水分をきる。
❸�卵白に塩少々を入れ泡立て、薄口醤油・みりんで下味を付けて、
❷のかぶを入れる。
❹�器に魚・海老・銀杏・百合根・餅を入れ❸のかぶを上からのせ、
蒸し器で７分ほど蒸す。
❺�鍋に銀アンの調味料を入れひと煮立ちさせ、水溶き片栗粉を入
れとろみをつける。
❻�蒸し上がったら銀アンをかけ、三つ葉とゆずまたはわさびをそ
える。

【1 人あたり】
エネルギー …149kcal
たんぱく質�……9.8ｇ

脂質�……………0.7ｇ
炭水化物�……21.4ｇ
食塩相当量……2.9ｇ

材料（２人分）
かぶ� ………………………300ｇ
白身魚切り身�……２切れ（40ｇ）
切り餅�………………………10ｇ
銀杏�…………………………２個
百合根�………………………適量
無頭海老�……………………２匹
三つ葉�………………………適量
ゆずまたはわさび�…………適量
卵白�……………………小１個分
塩�……………………………少々

薄口醤油�…………………少々
みりん�……………………少々

銀アン
�かつおだし�…………250cc
�薄口醤油�…………大さじ１
�濃口醤油�…………大さじ１
�みりん�……………大さじ３
�水溶き片栗粉�…………少々

20



まぐろ、焼酎、つけあげ、ポンカンなどの美味しい、たくさんの食に恵まれる中で、
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）食の情報室

第12回 お祝い事には桜鯛！

桜鯛って？
　春は卒園・卒業、入園・入学、就職など、な
にかとお祝い事の多い季節です。
　日本では古くから慶祝事やお祭りなどにおい
て欠かせない高級食材として、鮮やかな赤い体
色と「めでたい」に通じ縁起が良いことから、「鯛」
がよく知られています。桜の花が盛りになるこ
の頃に産卵のため浅瀬に群集し、体を美しい桜
色に染めます。このため２月から４月頃の鯛を
特に「桜鯛」と呼び、産卵直前で最も脂がのっ
ていて美味しいため、鯛の旬ともされています。
　鯛は祝い事などに使われることから、江戸時
代には、将軍家にお祝い事があると「活鯛献上」
といって尾頭付きの鯛を献上する習わしがあり、
薩摩藩では目の下二尺七寸（約82㎝）のマダイ
を献上していたそうです。平成５年（1993年）
４月12日の皇太子殿下と雅子妃殿下の納采の儀
（「のうさいのぎ」。一般でいう結納にあたります）
には、市来漁港で水揚げされた８．２㎏の鯛を献
上しました。このため、鯛は、市来町漁業協同
組合のシンボル魚になっています。

鯛は海魚の王様？
　鯛は、お刺身や塩焼き、しゃぶしゃぶ、あら
炊き、煮付け、かぶと焼き、酒蒸し、鯛めし、
ポワレなど、様々な調理が楽しめ、頭から尾ま
で無駄なく食べられ、捨てるところがないとい
われることから「海魚の王様」として珍重され
ています。
　寒い冬を乗り越えた春先の鯛は、身が引き締

まり、うま味と栄
養をたっぷりと蓄
えています。鯛の
美味しさは、歯ご
たえのあるその身
肉にあります。身
肉には脂肪分が少
なく、良質のたん
ぱく質や各種ビタ

ミンの他、うま味成分であるタウリンやグルタミ
ン酸、イノシン酸が多く含まれています。また、
こうした物質のおかげで、鮮度が落ちにくく、そ
のため味も落ちにくいというところから転じて
「腐っても鯛」ということわざにもなっています。

鯛の鯛？
　鯛の胸ビレの付根にあるいくつかの小骨の一つ
に、鳥啄骨（うがいこつ）という骨があります。
魚の形をしているので「鯛中鯛（たいのたい）」
といいます。古くは、女性が財布の中や帯の間に
入れて、お守りにしていました。
　また、このほかにも背骨の一部の骨が異常に肥
大化した「鳴門骨」というものもあります。これは、
関東や東海の鯛にはほとんど見られませんが、西
日本の海で獲れる鯛に時々このコブが見られ、外
海で鳴門のような荒波にもまれてきた鯛に生ずる
とされていることから、「鳴門コブ」などとも呼
ばれています。

鯛のカルパッチョ

▲鯛中鯛

鳴門骨▼
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まちの
話 題

　２月12日に日南市で春季キャンプ中の埼玉西
武ライオンズ野上亮磨選手（神村学園高等部卒業）
を市長が訪ね、いちき串木野市観光大使の委嘱状
を交付しました。今後、多くの機会でいちき串木
野市を紹介していただきます。

　串木野ライオンズクラブが今年結成50周年を
迎えるにあたり、総合体育館に時計を贈り、体育
館敷地の入り口に設置されました。
　寄贈された時計は直径80㎝の電波時計で、体
育館の雰囲気に合うようにステンレス製を選んで
くださいました。ありがとうございます。
　また、ライオンズクラブでは市内の伝統芸能の
３保存会に「文化継承のために」と寄附金をそれ
ぞれ贈りました。

串木野ライオンズクラブ　時計を総合体育館に寄贈

野上選手が「いちき串木野市観光大使」に

３名の先生が文部科学大臣表彰受賞

　市内の小学校の先生３名が、文部科学大臣優秀
教員表彰を受けられました。今年度県内で受賞し
たのは18名で、うち３名が本市の先生という嬉
しいニュースです。
　県内の小学校教諭を代表して文部科学省で表彰
された荒川小学校の中村すみれ先生は、児童の荒
川太鼓の指導や地域行事への積極的な関わりな
ど、地域貢献が評価されて、うれしい受賞となり
ました。中村先生は「これを励みに子ども達のた
めに力を尽くしていきたい」と話されました。
　おめでとうございます。

　２月11日、シーサイドガーデンさのさで、い
ちき串木野市地域婦人団体連絡協議会が主催する
出会い応援イベント「てぃーたいむとーく」が行
われました。本イベントは、市の「いちき串木野
出会いサポート事業」によるもので、当日は市内
外の20歳から40歳代までの独身男女56人が参加
し、レクレーションなどで楽しいひとときを過ご
しました。また、イベントでは、14組のカップ
ルが誕生しました。

「てぃーたいむとーく」開催

川上小
宇都潤一郎　先生

荒川小
中村すみれ　先生

串木野西中
仮屋崎　修　先生
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まちの 話 題

プロに学ぶ料理教室
　２月８日に、地元の特産品のサワーポメロやマグ
ロなどを使った料理教室が開催され、約30名が、プ
ロ直伝の料理のコツなどを学びました。
　講師には河原勇司さん（御食事処　ぎおん）と本
市出身で観光大使の濱﨑龍一さん（リストランテ濱
﨑オーナーシェフ）が交互に実演し、参加者はメモ
をとったり写真に収めたりしていました。
　友人と初めて参加した田中礼子さんは、「説明が
分かりやすくてためになった」と喜んでいました。

濱㟢龍一　氏 河原勇司　氏

神村学園　春の甲子園へ向けて出発

　３月11日、３月21日に甲子園球場で開幕する
第87回高等学校野球大会へ出場するのを前に、
市役所と神村学園アリーナでそれぞれ壮行会が開
かれました。
　壮行会では、小田監督がベンチ入りする選手を
紹介した後、児玉和也主将が「期待に応えられる
よう一戦一戦全力でプレーし、一戦必勝で戦って
きたい」とあいさつすると、会場から大きな拍手
がわきました。
　神村学園は大会３日目３月23日に宮城県の仙
台育英高校と対戦します。「一戦必勝」の気持ち
で勝ち抜き、優勝旗をぜひ持ち帰ってきてくださ
い。応援しています！

↑選抜旗が児玉主将へ
　手渡されました

まぐろのブルスケッタ串木野仕立て

いちき串木野産伊勢海老と
アサリのアクアパッツア
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まちの 話 題

熱戦　いちきくしきのかるたとり大会

　２月14日、いちきアクアホールで市内小学生
約220名が参加して、JC杯いちきくしきのかる
たとり大会が行われました。
　かるたは、主催した串木野青年会議所が「（お）
おいつけおいこせ　浜競馬」とか「（さ）さくら
もきれいな観音ケ池」など、いちき串木野の伝統
や自然、歴史などを句にした力作です。
　この大会に出場するためかるたを買って覚えた
という串木野小学校の北山美玖さんや田島伊緒莉
さん達５名は、予選を全勝して突破し、決勝では
「声をかけあって頑張ります！」と大会を楽しん
でいる様子でした。

お話と音楽で絵本の世界へ 　２月15日に「おはなしとおんがくコンサート」が
いちきアクアホールで開催されました。
　ボランティアグループ「ぽぽたん」による読み聞
かせに合わせて、ピアノやハープ、チェロの演奏な
どもあり、心温まるお話とその美しい音色に来場者
は耳を傾けました。
　また、日頃から図書館市来分館をよく利用してい
る市来小学校の児童４名も、読み聞かせの効果音係
として特別出演し、とても楽しいコンサートとなり
ました。

自慢の品を売り込め　〜面談会開催

　２月９日と10日、いちき串木野商工会議所で、
産品相談・商談会が開催され、市内の食品製造会
社５社が自慢の商品を㈱天満屋のバイヤーに売り
込んだり、商品やその材料などについてアドバイ
スを受けたりしました。
　参加したつけあげを製造する会社は、バイヤー
に商品をアピールし、「催事への出店に手ごたえ
があった」と今後の販路拡大へ期待を寄せていま
した。

留学生旅立ちの地で
五代友厚映画脚本家を表彰

薩摩藩英国留学生記念館
「第２回かごしま・人・まちデザイン賞」大賞受賞

　２月12日、個性豊かで魅力あふれる景観を創
出した人や団体に贈られる「第２回かごしま・人・
まち・デザイン賞（鹿児島県主催）」の都市デザ
イン部門で、薩摩藩英国留学生記念館が大賞を受
賞しました。鹿児島らしい歴史・文化を活かした
景観を形成したことが評価されたものです。
　授賞式には、施工者と設計者を代表して川﨑産
業㈱様と㈲下舞建築設計事務所様が出席し、伊藤
知事から表彰を受けました。

　３年後に映画の公開を目指している「五代友厚
映画化プロジェクト」で、公募された脚本のグラ
ンプリと準グランプリに輝いたお二人に対して、
２月７日、薩摩藩英国留学生記念館で表彰式が行
われました。今後、１年かけて脚本の内容を詰め
ていきます。
　グランプリに輝いた田中はるなさんは、「五代
友厚を調べていくうちに、素晴らしい功績を残し
てきた人物ということが分かった。日本の歴史に
どのような影響を与えていったのかを描いていき
たい」と受賞あいさつで話されました。

（左）グランプリ：田中はるなさん・（右）準グランプリ：小松秀樹さん

【大賞】：薩摩藩英国留学生記念館

表
彰
対
象
者

所有者：いちき串木野市
設計者：㈲オフィスフィールドノート 
　　　　㈲下舞建築設計事務所
施工者：川﨑産業㈱、㈲須納瀬設備工業所 
　　　　㈲大興電設、㈲藤田設備工業所
その他：れいめい羽島協議会
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まちの 話 題

親子でまぐろ普及出前授業

未来への道標に　稲盛和夫さんの絵本を寄贈

　２月７日、荒川交流センターで、鹿児島まぐろ
同友会による「まぐろ普及出前授業」が行われま
した。
　今回は、荒川小学校の児童と一緒に家庭教育学
級の保護者も参加しました。授業では、遠洋まぐ
ろはえ縄漁業の作業の様子をＤＶＤで鑑賞した
り、まぐろのツナ引き体験ゲームを楽しんだり、
冷凍まぐろの解凍方法や刺身の切り方などを習
い、最後に皆でまぐろの試食を楽しみました。

　２月27日、濵田酒造㈱様から市内の９小学校
に、京セラ創業者の稲盛和夫さんの絵本が贈られ
ました。
　絵本は、思い続けることで夢を叶えた稲盛氏の
伝記になっています。企画・出版したのは稲盛氏
が立ち上げた「盛和塾」の塾生で、濵田酒造㈱の
濵田雄一郎社長も塾生であることから、未来を担
う子ども達へと寄贈されたものです
　濵田社長は、「本気で思う力が夢を実現できる
というのを、この絵本をとおして子ども達に伝わ
れば」と話されました。
　絵本は各小学校の図書室にあります。ありがと
うございました。

若者の力で交流人口増加を レノヴァ選手とバスケットボール

　２月、プロバスケットボールチームのレノヴァ
鹿児島の選手が市内の小学校５校を訪れました。
　これは、プロと触れ合う機会を提供したいと鹿
児島県スポーツ振興センターが企画したもので
す。２月４日川上小学校には身長２ｍを越える
ルーク・エヴァンス選手や小原プレイングコーチ
など３選手が訪れ、冠岳小学校児童も一緒に、バ
スケットボールを使ったレクレーションやミニ
ゲームを楽しみました。
　冠岳小学校の谷口怜乃さんは「ボールを取った
り試合が楽しかった。レノヴァ選手のドリブルの
うまさに圧倒されました」とレノヴァ選手と過ご
した様子を話しました。

　２月６日、市内の各団体の若手約44名が集ま
り、交流人口増加について考える「故郷の新しい
風会議inいちき串木野」が開催されました。
　会では、人口減少が与える影響について講演が
あったあと、薩摩藩英国留学生渡欧150周年を今
年迎えることから、同留学生を核にした食・イベ
ント・観光といった面から交流人口を増やすこと
ができないか活発な議論が交され、「イギリス発
祥のサッカーをしたらどうか」「ロンドンの街並
みを参考にしてまちづくりを」「空き家活用して
簡易宿泊で楽しんでもらったら」「羽島の景観を
生かした釣りや磯焼きを」といった意見が出され
ました。
　この会で出された意見は、報告書にまとめられ
市役所と各団体に提出される予定です。

有村教育長に絵本を手渡す濵田雄一郎社長（右）

25



まちの 話 題

100歳おめでとうございます
　１月24日に長　アツさん（麓）が、２月８日に原田　宇吉さん（払山）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25人となり、長さんと原田さんは市からお祝いの花や記念品などが贈
られました。いつまでもお元気で長生きしてください。

男女共同参画講座開催
　２月17日、中央公民館で市まちづくり連絡協議会役員と市
婦人会役員を対象に、また、２月24日は本浦地区まちづくり
協議会の皆さんを対
象に高崎恵さん（オ
フィス・ピュア）を
講師に招き、男女共
同参画講座を開催。
　「多様な活力ある

地域づくりの担い手として男女共同参画社会についての理解を
深めよう」をテーマに男女共同参画の視点で地域づくりの在り
方や会議等で活用できる手法を学びました。

長　アツさん 原田　宇吉さん

行政相談出前教室

　１月30日に市来小学校の６年生とその保護者
を対象に、鹿児島行政評価事務所主催の「行政相
談出前教室」が開催されました。
　本市担当の行政相談委員（東節代さん・徳重涼
子さん）が、行政の果たす役割、「行政相談」「行
政相談委員」とはどのようなものかなど、子ども

２月 17 日：中央公民館

２月 24 日：本浦交流センター

達への事前アンケートに
基づく相談事例の処理状
況を交えながら講演され、
子ども達は日頃なかなか
関わることのない行政の
話に、熱心に耳を傾けて
いました。

　行政相談は毎月１回開催しています。国・県や
市に対する苦情、意見、要望などについて相談に
応じます。相談は無料です。
【串木野地域】毎月第３金曜日　９：00～12：00
　串木野高齢者福祉センター（東相談委員）
【市来地域】毎月第１火曜日　10：00～12：00
　市来高齢者福祉センター（徳重相談委員）
　詳しくは、鹿児島行政評価事務所（☎099-
224-3247）へお問い合わせください。
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おしらせ版
新入学（園）児の交通事故防止運動

まちづくり防災課（☎33-5631）

医師等免許の申請・交付手続きについて
串木野健康増進センター（☎33-3450）

　新入学（園）児が通学・通園を始める４月は、
車社会に不慣れなため、交通事故の発生が予想さ
れます。
　今年は「春の全国交通安全運動」が５月に実施
されることから、新入学（園）児の交通事故防止
運動を次の期間に計画しています。
●実施期間
　４月６日（月）～４月15日（水）の10日間
●推奨事項
　⑴新入学（園）児の交通指導と保護誘導の推進
　⑵運転者の児童等保護義務の遵守促進
　⑶通学（園）路線等道路環境の点検
　保護者は、子どもと一緒に通学（園）路を歩き、
危険な場所や安全確認が必要な場所を子どもの目
の高さでチェックし、安全な通行方法などを実地
で指導しましょう。
　交通事故のない安心・安全なまちづくりのため
市民の皆さまのご協力をお願いします。
※今年の春の全国交通安全運動は
　５月11日（月）～５月20日（水）の予定です。

　学童保育とは、保護者が仕事などで、昼間家庭
にいない小学校児童に、適切な生活の場の提供と、
遊びを主とする指導等により、児童の健全育成を
図るものです。
　本市では、下記の４か所で学童保育を行ってい
ます。

※�入所の申込み等は、直接各クラブへお問い合わ
せください。

学童保育（児童クラブ）のご案内
福祉課（☎33-5618）

　医師等免許の申請・交付手続きを串木野健康増
進センターで実施しています。
　申請・交付手続きできる免許は、次の８種類です。
　・医師　・歯科医師　・診療放射線技師
　・理学療法士　・作業療法士　・臨床検査技師
　・衛生検査技師　・視能訓練士

　平成26年度税制改正により、軽自動車税の税
額が以下のように変更となります。
　●平成27年４月１日以降に新規取得する新車

※�平成27年３月31日までに登録済の場合は現行
どおり変更はありません。

※�二輪車（原付、バイク、小型特殊など）の税額
変更は１年延期され、平成28年度からとなる
見込です。

平成27年度から軽自動車税の金額が変わります
税務課（☎33-5616）

●縦覧及び閲覧期間

・縦覧は無料
・�縦覧期間中の納税義務者等の閲覧は無料（縦覧
期間以外は有料）

（注１）土・日・祝日など閉庁日は除きます。
（注２）�運転免許証や健康保険証など本人確認が

できるものを持参してください。また、
代理人の方は、それを証する書面（委任
状など）も併せて持参してください。

「土地及び家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧
および「固定資産課税台帳」の閲覧

税務課（☎33-5617）

○�橘学童クラブ
　　浜ヶ城12283番地3（浜ケ城踏切近く）
　　代表者　橋口�了�　　☎32-9886

○�串木野中央学童クラブ
　　日出町11477番地（串木野小学校敷地内）
　　代表者　久本�美惠子　☎33-3131

○�照島学童クラブ
　　照島5296番地4（照島保育園近く）
　　代表者　榎元�幸喜　　☎32-3270

○�市来っこ
　　大里3731番地（市来小学校空き教室）
　　代表者　牧田�京子　　☎36-2166

車　　種 現行 変更後

四輪乗用
自家用 7,200円 10,800円
営業用 5,500円 6,900円

四輪貨物
自家用 4,000円 5,000円
営業用 3,000円 3,800円

三　　　　輪 3,100円 3,900円

「�土地及び家屋価格等
縦覧帳簿」の縦覧

「固定資産課税台帳」
の閲覧

期間�（注1） 4/1(水) ～ 6/1(月) 4/1（水）以降通年
時間 8：30～ 17：15

対象者
� （注2）

固定資産税の納税者
または代理人

固定資産税の納税義
務者または代理人

場所 ・税務課
・市来庁舎市民課
　税務係（市来地域
内の固定資産のみ）

・税務課
・市来庁舎市民課
　税務係
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羽島出張所での市税等の現金納入の取扱中止
総務課（☎33-5626）

堆肥助成をご利用ください
農政課（☎33-5635）

　環境保全型農業の基本である「土づくり」を推
進し、市内畜産農家が製造した堆肥の地元利用を
図るため、堆肥購入費の助成を行っています。
　申請を希望される方は審査が必要となりますの
で、必ず事前にお問い合わせください。
●対 象 者　農家台帳に記載のある農家
　　　　　　（市税等の滞納が世帯員に無いこと）
●対象農地　農家台帳に記載のある農地
●対象堆肥　�次の６事業者から購入した完熟堆肥
●堆肥取扱事業者等
　　�ＪＡさつま日置、尾崎牧場、オクト㈱、
　　橋口勝利、梅北伸博、ヤブサメファーム
●補助割合　�県指針等を上限とした堆肥購入経費

の1/4（100円未満切捨）を助成

●必要なもの　印鑑、通帳の写し
●添付書類
・散布した土地の番地と作物名
・�堆肥を購入した領収書等（日付が平成26年４月
１日～平成27年３月31日のもののみ）

●申請期限　３月31日（火）
●問 合 せ　農政課農林係

　鹿児島銀行羽島代理店が閉鎖されたことに伴
い、４月１日から羽島出張所で市税や水道料金等
を現金で納入することができなくなります。
　口座振替への切り替え、または漁協、郵便局等
での支払いとなります。ご迷惑をかけますが、ご
協力をお願いします。
　なお、住民票や納税証明書等の発行手数料は、
これまでどおり羽島出張所で支払えます。

引越すときは水道の開始・休止届を忘れずに
上下水道課（☎21-5155）

　引越しにともなって、水道の使用を開始・休止
される方は、必ず窓口に届出をお願いします。
●使用開始届
　印鑑をご持参のうえ、届け出てください。代理
の方でもできます。
●使用休止届
　電話での届出もできます。引越しの日程が決
まったら、２～３日前までに窓口へ届け出てくだ
さい。
●窓口　上下水道課
　　　　土木課土木総合窓口（串木野庁舎）
　　　　☎33-5679

旅券（パスポート）の申請・交付窓口
市民課（☎33-5611）

　平成27年４月１日から、市役所での旅券（パ
スポート）の申請・交付業務が始まります。
　市役所で申請・交付が可能となる代わりに、本
市に住民登録している方は、原則として県の窓口
は利用できなくなります。
　詳しくは市ホームページをご覧ください。
●問合せ　市民課

農業用ハウス設置事業をご利用ください
農政課（☎33-5635）

　意欲ある農業者を対象として、農業用ハウス（概
ね70㎡以上）を設置する場合は、補助金（1/3以
内、限度額10万円）を交付します。
　ハウス設置を検討されている方は、条件等があ
りますので、事前に農政課農林係（串木野庁舎）
までご相談・ご連絡ください。
※ハウスを設置した後の申請はできません。
※過去に補助を受けた方の申請はできません。

※牛ふん主体の完熟堆肥量（10ａあたりトン数）の例
単位：ｔ/10ａ 水稲 レイシ かんきつ類
完熟堆肥量 1.5 3.0 2.0

☆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）
　２月５日の５歳児歯科検診で、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。

宇
う と
都　友

ゆ づ き
月姫ちゃん　・平

ひらいし
石　琥

こうた
大くん

田
たなか
中　優

ゆうな
菜ちゃん　　・古

ふるかわ
川　栞

しおり
ちゃん

岩
いわした
下　空

あ み
美ちゃん　　・平

たいら
　佑

ゆ ね
音ちゃん

平
ひらち
地　令

れ お
旺くん　　　・藤

ふじた
田　凜

りん
くん
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記念館ライブラリー・トーク（薩摩藩英国留学生講座）
観光交流課　（☎33-5640）

●日　　時　４月11日（土）15：00～16：30
●場　　所　�薩摩藩英国留学生記念館１階ライブ

ラリー
●内　　容　�「よくわかる！五代友厚上申書」（後編）
　　　　　　�前編の上申書解説に続き、五代友厚

の人となりや事業の全容を解説しま
す。

●募集人員　15名程度
●受 講 料　500円（資料代）
●申込・問合せ�
　�住所・氏名・年齢・連絡先を明記しメールにて
申込　nichiei.you@gmail.com
　NPO法人日英友好協会事務局　橋口
　☎090-4340-4782

春休みスペシャルおはなし会
市立図書館（☎33-5655）

　昔話をテーマにした読み聞かせやエプロンシア
ター、パネルシアターを行います。簡単な工作も
あります。多くの方のお越しをお待ちしています。
●日　時　４月４日（土）15：00～16：00
●場　所　市立図書館本館ロビー

年金相談所を開設
市民課（☎33-5612）・市来庁舎市民課（☎21-5114）

　予約制による年金相談となっています。年金に
ついてわからないこと、過去に厚生年金・船員保
険などに加入されていた方もご相談ください。
●日　　時　　４月14日（火）　10：00～15：30
●場　　所　　市来庁舎　３階第４会議室
●相 談 員　　川内年金事務所職員
●申込期限　　４月７日（火）
※相談当日持参するもの
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・身分を証明するもの（運転免許証、保険証、パ
スポート等）

※代理の場合、委任状と身分証明書

お　く　や　み　（２月届出分）

故　人 年齢 住所または 
公民館

喪主または
届出人

勘　場　清　孝 63 新 生 町 勘場　辰子
平　石　　　始 84 万 福 平石　テル
今　村　アヤコ 84 海 瀬 今村　　晃
浅　井　三　郎 87 横 須 浅井　ナミ
久木山　ミ　ネ 91 浅 山 久木山純広
井之上　博　文 85 久 木 野 井之上卓司
尾場瀬　加代子 62 芹 ケ 野 尾場瀬秀雄
鬼　塚　サチ子 90 汐 見 町 鬼塚　三雄
八反田　フ　ミ 86 東 塩 田 町 八反田親典
吉　留　幸　二 72 内 門 吉留　和子
山　内　ノ　リ 91 元 町 山内　國義
富　永　諭　志 88 春 日 町 富永　忠男
丸　山　シマヱ 87 平 木 場 丸山　邦孝
浜　田　　　葵 7 戸 崎 浜田　一喜

木野　成　子 64 八 房 木野　敬
平　石　巳　俊 61 浜 東 平石　章子
永　山　美千代 49 昭 和 通 永山　秀嗣
樋　渡　奈里子 72 平 身 樋渡　則子
入　枝　ハル子 87 浜 西 入枝　克利
山　神　繁　 80 恵 比 須 町 山神トキヱ
中　村　幸　一 86 田 中 中 村 中村　テル
中　村　健　一 61 新 潟 中村　フミ
光　瀬　　　利 87 光 瀬 浦 光瀬　美義
今　堀　ヨシ子 90 汐 見 町 今堀　節男
迫　田　勝　男 73 門 前 迫田いく子
吉　村　キクエ 85 門 前 森　　貴子
樋　渡　松　藏 87 浜 西 樋渡　福身
萩　元　義　治 94 萩 元 上 萩元　文雄
中　島　道　治 65 大 薗 下原　夏美
山　下　さだみ 92 春 日 町 内野　朋昭
児　玉　憲　一 67 照 島 下 児玉　　誠
中袴田　 市 90 袴 田 中袴田健造
坂　下　善　德 89 緑 町 坂下　敏子
須納瀬　み　ち 88 緑 町 須納瀬邦夫
川　畑　 　行 86 川 畑 川畑アキヱ

　相談は無料です。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

４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

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

7日 14日 21日 ―

心 配 ご と
相 談 員

火 火 火 ―

○ ○ ○ ―
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かわいい天使たち（１月届出分）

30

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）

室
む ろ や

屋　心
こ こ ね

音ちゃん
（袴田）

父：伸吾さん・母：小百合さん

元気ですこやかな優しい子に育ってね♡

東
ひがし

　璃
り

莉
り

ちゃん
（麓）

父：聡司さん・母：珠美さん
♡待望の女の子♡

凌斗兄・夏稀兄と仲良くね‼

岡
おかどめ

留　朝
あ さ ひ

輝くん
（袴田）

父：雅典さん・母：恵子さん
生まれてきてくれてありがとう
元気いっぱい大きくなぁれ♡

松
まつしま

島　大
ひ ろ と

斗くん
（迫田前）

父：大輝さん・母：未来さん
優斗お兄ちゃんと

仲よく元気に育ってね♡

村
むらやま

山　奈
な

々
な

美
み

ちゃん
（麓）

父：大樹さん・母：里美さん

お兄ちゃんと仲良くね！

藤
ふじさき

﨑　敢
か ん た

大くん
（浜西）

父：佑太郎さん・母：聡子さん
お兄ちゃんたちと

仲良く元気に育ってね♡

平
ひ ら お

尾　玲
れ い

依くん
（迫田前）

父：佑樹さん・母：恵さん
大きくなって

いっしょに遊ぼうね。

古
ふるがき

垣　星
せ

遥
な

ちゃん
（曙町）

父：圭弘さん・母：都さん
我が家の姫よ

世界一‼べっぴんちゃん♡

平
ひらいし

石　心
も

華
か

ちゃん
（河内）

父：良さん・母：真奈美さん
お兄ちゃんお姉ちゃんと
元気に育ってね♡


