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■被災地はどうなっている
　地震発生直後から益城町に支援のため入った
本市の消防職員や水道職員が見た被災地は驚く
べきものでした。
※職員が見てきた感想であり、現在は支援や復興に向けて動い
ているため、現状とは異なる可能性があります。ご了承ください。

●家や道路
　�　断層上にある建物は壊滅状態。横に倒れた
というよりは上からつぶされたような状態。
まともに立っている家は１軒もないように見
えた。道路は波打ち、段差が生じ、1.5m ほど
の段差も見た。橋はすべて利用できず、小道
はがれきで埋まり通れるのは国道や県道など
広い道路だけ。そのため渋滞がひどい。

●人々の様子
　�　倒壊した自宅の駐車場の車の中や空き地に
張ったテントで避難生活を余儀なくされてい
る人がたくさんいた。近所で協力し合い倒壊
した建物のがれきを撤去している姿も見られ
たが、自暴自棄になっているように見える人

　家が倒壊し、アスファルトは割け、山が崩落、
避難所で不安そうに過ごす被災者…。
　４月、何度となくテレビ画面に映し出された
映像です。４月14日に発生した熊本地震。40名
以上の尊い命が失われるなど甚大な被害を引き
起こしました。
　私たちは被災者に思いを巡らし、できる限り
の支援を継続する一方で、どこででも起こり得
る巨大地震とその二次災害に対して、どのよう
に備えればよいのでしょうか。

■ありえない震度７の前震
　４月14日午後９時26分、熊本県熊本地方で発
生したマグニチュード6.5の前震に始まった熊本
地震。その２日後、16日深夜１時25分にはマグ
ニチュード7.3というとてつもない本震が発生し
ました。ともに最大震度７を記録し、発生から
４月24日現在で、震度５以上を17回以上記録、
震源地も広範囲にわたるだけでなく14日の前震、
16日の本震と震度７が２回も続く、「経験則にな
い地震（気象庁）」が現在続いています。
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もいた。家の前に立ちすくんでいる人も。小
学１年生の女の子が倒壊した自宅前に立ち「入
学したのに何日かしか学校に行っていない。
ランドセルも何もかもなくなった」と聞くと本
当に悲しくなった。

　�　余震も続いていたが、慣れたのか気力が失
せてしまったのか驚かなくなっているのを見
て驚いた。

●ライフライン
　�　電柱はあちこちで傾いていたが電気は一番
早く復旧し、自動販売機も使えるようになっ
ていた。一方で通電時に断線したところから
発生したと思われる火災もあり、消火にもあ
たった。

　�　水源地などの水道施設は無事だったが配管
が破損しているためか断水となっていた。益
城町の下水道普及率は95％と高いが、この状
況では恐らく配管は壊滅状態だろう。派遣さ
れた避難所には仮設トイレが30基ほどあった
が、流す水もなく汲取が追いつかない状況で
汚れがひどかった。公衆電話の数が足りない
のか長い人の列ができていた。

●避難所
　�　被害の比較的少なかった宇城市の海東地区
にある避難所では最高130人ほどが布団や大き
なバッグをもって避難してきていた。130名と
もなるとぎゅうぎゅうづめという感じになっ
ていたが、家の被害は少なくても怖くて家に
いられないとのこと。着の身着のままで来て
いる人が多いように感じた。

　�　昼間は自宅の片づけや仕事でいないが、夜
になると避難所に帰って来る人たちも多かっ
た。食事は支給されていたが、温かいものは
なくパンやお茶、お菓子など。たまに地元で
居酒屋を営む人たちが炊き出しでカレーなど
を配っていた。

　�　避難所には地区の館長がいて、避難してき
た人に声をかけたり、様子を見たりしており、
一人暮らしの高齢者などは安心している様子
だった。
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道路と橋の間にできた段差

完全に倒壊した家屋

道路の崩落個所も多数

多くの人が詰めた避難所



　これ以外にも市では地域防災計画にある多岐
の項目にわたり、国や県、各種団体や企業など
と協力して災害予防・災害応急対策を平時から
進め、“減災”に取り組んでいます。

■想定される地震と被害
　右の図は、平成23年３月に発生した東日本大
震災の被害状況を踏まえ、県が地域防災計画を
策定した際、想定しているマグニチュード７ク
ラスの地震の位置図です。
注意
計画の策定にはあらゆる可能性を考慮しておく必要があり、
発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもた
らす最大クラスの地震を想定しています。必ずしも一定期間
内に高い確率で発生する地震ということではありません。

　②県西部直下地震では震度７と、熊本地震と
同規模の地震を想定していることが分かります。
②県西部直下地震では、本市の被害を最大で次
のように想定しています。
　・�死者430人（耐震化が95％になれば県内で

100人に減少）
　・建物被害（全壊）6,400棟
　・断水の影響　25,700人（人口の約９割）
　・停電　4,400軒（約２割）
　・�避難者数　12,600人（発災１日後、避難所以

外も含む）
　・�他にも道路や線路の被害なども想定されて

います。

想定地震の位置 マグニ
チュード

いちき串木野市
震度 津波の高さ（m）死者（人）

①鹿児島湾直下 7.1 5強 ―

②県西部直下
　（市来断層帯） 7.2 ７ 1.72 430

③甑島列島東方沖 7.5 6弱 5.88 20
（津波）

④南海トラフ 9.1 5強 1.85 ―

⑤種子島東方沖 8.2 5強 0.95 ―

※数値はいずれも最大に想定されているもの
※死者数は冬の深夜時の予想
※津波の高さは、地震直後の初期潮位からの高さ

■減災に向けた市の取組
　巨大な力をもって突然襲い掛かってくる地震
災害を防ぐことは不可能です。そのため私たち
は、命を守ることを第一に、災害時の被害を最
小に抑える「減災」に取り組むことが大切です。
　そのため市は、市の地域防災計画に基づき、
次のような備えをしています。
　・災害危険個所の改修工事
　・災害時の基地などの耐震化工事
　・地震に強い水道管への更新
　・各種防災訓練の実施
　・�防災行政無線個別受信機や避難所などを記

した防災ハザードマップの全戸配布
　・防災情報等メール配信サービス
　・応援協力体制の構築　など

　被災者と話をすると「まさか、こんな巨大な地震が熊本で起きるとは思っていなかった」と口をそろえ、
東日本大震災にしても阪神・淡路大震災にしてもやはりどこか遠いところの話のように感じていたとい
うところがあったそうです。
　私たちも、熊本地震を対岸の火事ではなく、私たちの住んでいる場所にはどういう危険が潜んでいる
のか、それに対して私たちは何の準備ができるのか知る必要があります。

①
②③

④

⑤
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いちき串木野市地域防災計画



家の中の安全対策
　タンス・本棚・冷蔵庫など大型家具や電化製
品でも震度５強を超えると倒れ始めます。壁に
固定する、また、倒れたものが出入口をふさが
ないか点検しましょう。
　また、ガラス・蛍光灯・電球などは割れると
凶器になります。窓ガラスなどには飛散防止フィ
ルムを張るのも有効です。
　他にもそれぞれの部屋にどのような危険があ
るか考えて対策をしておきましょう。

安否情報の確認方法を家族で決めておく
　日頃から災害時の集合場所や安否の確認方法
を家族で話し合っておきましょう。
　市が各家庭に配布してある防災ハザードマッ
プを使い避難場所も確認しておきましょう。
　災害用伝言ダイヤル“171”や携帯電話会社が
提供する“災害伝言板”も災害時は利用できるこ
とも知っておきましょう。

家の耐震化
　阪神・淡路大震災では6,500名の犠牲者のう
ち、約８割の方が倒壊した建物の下敷きになり
亡くなっています。現在の耐震基準を満たさな
い昭和56年以前建築の建物に被害が集中してい
ました。
　県西部直下型地震が発生した場合、想定され
ている県内の死者数490人（本市430人）も、建
物の耐震化が95％になると犠牲者は100人まで
減ると想定されています。
　また寝室など、家の一部分のみに頑丈な枠を
設置する耐震シェルターなどもあります。
相談窓口
　県建築士事務所協会　☎099-251-9887
　県建築協会　　　　　☎099-224-5220
　県住宅・建築総合センター住宅相談プラザ
　　　　　　　　　　　☎099-224-4539

非常持ち出し袋
　熊本地震では避難所に支援物資がなかなか届
かないところもあったようです。自宅が被災す
ると避難生活になります。飲料水や食料品など
が入った非常持ち出し袋を備えておきましょう。
また、乳児のいる家庭はおむつやほ乳瓶なども
用意しておきましょう。

■自分の命は自分で守る
　ただ、こうした災害の際、一番大事なのは自分が
無事であることです。自分が無事であって初めて家
族や大事な人、ご近所、地域を救うことができます。
　一番大事なのは私たち市民一人ひとりが「自分の
命は自分で守る」という意識を持ち、今から備え、
行動することです。

　災害に備え、自分の家の安全対策をしておくと
ともに、家の外において地震や津波などに遭遇し
たときの、身の安全の守り方を知っておくことが
必要です。また、身の安全を確保し、生き延びて
いくためには、水や食料などの備えをしておくこ
とも必要です。
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　地区で一人暮らしの高齢者や要介護者などが
どこにいるのかを地図に落とし込む「支え合い
マップ」。地震などの災害時にも、どこにどんな
助けがいる人がいるかを知るのに役立つ。

　比較的新しく見える建物でも倒壊していた。
　熊本地震では本震で倒壊した建物も多かった
という。安全確認ができるまでは入らない方が
よい。

●もし地震に見舞われたら
　今回の熊本地震では緊急地震速報が鳴りまし
た。緊急地震速報は震度４以上の揺れが予想さ
れる時に鳴ります。熊本地震の被災地では直下
型だったため、わずか数秒後に下からドーンと
突き上げがきてその後激しい横揺れに襲われた
そうです。
　市でも、年に数回、緊急地震速報の訓練放送
を流しています。その際は、家庭や職場でどう
行動するべきか考え訓練することが、いざとい
う時の行動につながります。
揺れている間
　余裕があれば、ドアを開け避難路を確保し倒
れてくるものがない場所に避難します。余裕が
ないときは机などの下にもぐります。お店など
では柱付近に移動し頭を守ります。ガラスのあ
る窓際や陳列棚、ブロック塀などからは離れま
す。
揺れが収まったら
　出口を確保し、とにかく外の安全なところに出
ます。津波の恐れもあります。避難にためらいは
必要ありません。最小限のものを持って身軽に避
難します。できる限り近所にも声をかけ避難しま
す。
　また、応急危険度判定などで倒壊の恐れありと
された家屋の中には入らないようにします。熊本
地震のように後から大きな本震が来たり、余震で
倒壊する建物が出てくるからです。

■平穏な日々こそ防災への備えを
　近年、日本は阪神・淡路大震災や東日本大震災
で大きな被害を受け、その都度防災について考え
させられてきました。
　熊本地震は平穏な日々を一瞬にして奪ってしま
う巨大地震の恐ろしさを改めて見せつけました。
　いったん牙をむいた自然は無慈悲です。私たち
はこれらの地震に学び、その時に備える必要があ
るのです。

　「毎日の平穏な暮らしがいかに幸せかというの
が分かる。防災への日頃の備えが大事だった」と
は熊本地震の被災者の言葉です。

　私たちはこの言葉の重さを受け止め、日々忘れ
ることなく「その時」に備え行動に移しましょう。
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　４月23日、市民から寄せられた支援物資をト
ラックに積み送りました。

義援金は
現地に行かなくてもできるボランティア

日本赤十字社の義援金箱を市内４か所に設置
してあります。

義援金受付　6月30日（木）まで
市役所（串木野庁舎・市来庁舎）

社会福祉協議会（串木野地域・市来地域）

　義援金は被害状況に応じて案分され、各被災県に設置
された義援金配分委員会を通して全額被災者に届けられ
ます。

■息の長い支援を
　地震の影響で水道などライフラインが破壊さ
れ家に戻れない被災者に、食料や水、生活用品
といった支援物資を届ける動きが全国各地で起
こりました。
　本市でも個人や団体が地震発生直後から支援
物資を届けたり、炊き出しに行ったり、被災者
の体のケアに有志を募って行くなど様々な支援
が行われました。
　市役所では４月18日から２週間支援物資を受
け付け、240の個人や団体から多くの支援物資が
寄せられました。この支援物資は、４月23、29、
30日の３回に分け被災地に届けました。この場
を借りて市民の皆様にお礼申し上げます。

　今も被災した人々は余震を恐れ、避難所や車
の中で不安で不自由な日々を過ごしています。
復興には長い時間がかかるでしょう。被災者の
生活再建には金銭的な支援も必要です。復興支
援ボランティアも長期に渡り必要とされること
が予想されます。

　本市では今後とも被災地の一日も早い住民生
活の安定のため最大限の復興支援を行ってまい
ります。どうぞ市民の皆様の善意を熊本地震復
興のためにお寄せください。

■ボランティアに行く時の注意点
　復興に欠かせないボランティアの力。でもボ
ランティアに行くことが、結果として現地に迷
惑をかけてはいけません。行く前に、次のこと
に気を付けて行きましょう。

現地の情報を十分に収集してからいく
　�　ボランティアの受け入れを熊本県内に限る
など制限を設けていることも多いため、事前
に被災地の災害ボランティアセンターのホー
ムページなどで、必要とされているボランティ
アや交通情報を確認し、計画を立てて出発し
ましょう。災害派遣等従事車両証明書がある
と6月30日までは高速道路料金は無料になりま
す。なお電話での問い合わせは現地の手間を
取らせるので極力控えましょう。

自分の食事、寝る場所は自分で用意する
　　ボランティアは自己完結が鉄則です。
ボランティア保険の加入を忘れずに
　�　行き帰りの事故や活動中の事故、また、活
動中に相手にケガをさせてしまった場合など
に備えて災害ボランティアセンターはボラン
ティア保険への加入を義務付けています。掛
金は年度毎で430円または650円で、いちき串
木野市社会福祉協議会で加入できます。

●問  合  せ　いちき串木野市社会福祉協議会
　　　　　　☎32-3183
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　４月18日串木野新港に接岸した冷凍運搬船から
冷凍マグロが水揚げされました。平成25年２月以来
約３年ぶりの水揚げです。
　水揚げされたのはキハダマグロ約46トン。串木野
まぐろ㈱の所属船２隻がアフリカモザンビーク沖で
漁獲したものです。クレーンで冷凍庫からつり上げ
られ、岸壁に設けた作業台の上に降ろされると、関
係者の手により手際よくコンテナや保冷車に次々と
積み替えられました。
　この日水揚げされたマグロは「薩州串木野まぐろ」
のブランド名で、約16トンが新洋水産㈲、串木野市
漁協や鹿児島県漁連に引き取られ、一部は４月末に
開催されたまぐろフェスティバルでも販売されまし
た。残りは福岡県に運ばれ、主に九州圏内に流通し
ます。
　串木野まぐろ㈱の濵﨑義文さんは「受け入れ態勢
を整え地元での水揚げに努力していきたい」と今後
の意気込みを語りました。

　４月14日、早く地域を知ってもらおうと、市内公
立小中学校に転入してきた51名の先生を対象に、教
育委員会は研修会を開催しました。
　転入してきた先生たちは薩摩藩英国留学生記念館な
ど市内を巡ったあと、シーサイドガーデンさのさで、
恒例のまぐろの甲焼きやつけあげなど市の特産品で歓
迎を受けました。
　串木野中学校に新規採用で赴任してきた大川大輝さ
んは、「食事も美味しく風景も美しい。祖父が育ったこ
のまちで教師をスタートできることにワクワクしてい
る」と話し、美味しそうにまぐろをほおばりました。

　羽島から土川に向かう県道沿い万福公民館の入口
にある花壇では、４月、芝桜がきれいに咲き誇り、
道行く人々の目を楽しませました。
　2年前、雑草が生い茂り見苦しいと感じていたの
を公民館の住民が自分達で花壇に整備したもので、
その後も手入れを続けています。
　花壇ができてから、住民が自主的に花を持ち寄っ
て植え始めたり、中には市外から植えに来た人もい
るそうで、交流の場になっています。
　通る車からは「なごみますね」と声をかけられるこ
ともあり、「手入れにも力が入る」と住人の一人萬造寺
美加さんは嬉しそうに話しました。

３年ぶりのまぐろ水揚げに沸く

まぐろで歓迎！ようこそいちき串木野へ

万福公民館の花壇　芝桜咲き誇る
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　串木野中学校１年生の木場ももこさんが、４月に
東京であった2016国際親善空手道選手権大会に鹿
児島県支部代表として出場し、３位に入賞しました。
　木場さんは中学生女子の45キロ超級に出場。２回
戦では15センチ以上も身長が高いロシアの選手を相
手に得意の前蹴りを決めて逆転勝ちするなどトーナ
メントを勝ち抜き、うれしい３位入賞となりました。
　木場さんは「次の大会では一つ上の２位を目指した
い」と抱負を語りました。おめでとうございます。

　４月６日に行われた春の全国交通安全運動広報出
発式で、長年無事故無違反を続けてきている次の
方々が県警本部長・県交通安全協会長から、表彰さ
れました。
表彰者は右から順に
　優良運転者銀章　久木田富美夫さん
　優良運転者銅章　宇都栄一さん
　　　　〃　　　　福屋利明さん
　　　　〃　　　　三輪正子さん
　　　　〃　　　　赤岩徳廣さん
他にも６名の方が表彰されました。
　園田恒さん・宇都容子さん・永井忠弘さん・寺師
　弘子さん・梅北紀伊子さん・平石勝俊さん
おめでとうございます。

　４月10日生福地区で、秦の始皇帝の命を受け、日
本に不老不死の薬を探しに来た伝説のある徐福に冠
を捧げる第15回花冠祭が開催されました。
　９日の前夜祭では、本市観光大使の田中星児さん
のミニコンサート、鹿児島薩摩雅会の雅楽奉納など
が行われました。10日の本祭は、あいにくの雨模様
でしたが、物産展の生福市、地元鷹踊りなどで賑わい、
昼からは地車も登場し、手打ちをして家内安全を祈
りました。
　この手打ちの掛け声は、大阪で祭りや祝いの席で
締める時に使われる“大阪締め”をルーツとしていま
す。この地車も大阪で昭和50年頃まで使っていたも
のを今回花冠祭が引き取り、初お目見えとなったも
のです。

　４月30日と５月１日の２日間、串木野漁港外港で
開催され、多くの人で賑わいました。
　毎年人気のまぐろの即売会では、先月３年ぶりに
串木野港に水揚げされた「薩州串木野まぐろ」が市価
の半分程度の値段で購入できるとあって、販売前か
ら長蛇の列ができたほか、まぐろの寿司やまぐろの
かぶと焼きの振る舞いにも多くの人が列を作りまし
た。
　また、会場では熊本地震を受けて募金箱を設置し
て義援金を呼びかけました。寄せられた義援金は、
日本赤十字社を通して被災地に届けられました。

極真空手世界大会３位

ドライバーの鏡！交通安全表彰者徐福花冠祭

まぐろ求め多くの人出
串木野まぐろフェスティバル



10

　５月13日、市来農芸高校の PTA 総会で、同校を
卒業し、熊本地震で被災した東海大学で学ぶ田中大
智さんら３名が被災地の現状をスライドで紹介し、
大学がある南阿蘇町への募金を呼びかけました。
　呼びかけた学生の一人は今回の地震で同級生を亡
くしています。自分たちの体験した生の声を伝えて
いくことで支援の輪が広がることを願って活動を始
め、地震発生以降こうした活動を鹿児島市などで10
回以上続けています。今後は募金活動だけではなく、
ボランティア活動も続けて行くそうです。
　被災地の現状を聞いた人の中には、涙し「頑張って
ね」と３名に声をかける姿も見られました。
　この日集まった義援金は東海大学から南阿蘇役場
に渡されるとのことです。

　いちき串木野警察署は、市来農芸高校を自転車や
原付バイクの安全利用と盗難防止のモデル校に指定
し、４月25日、指定書を交付しました。指定は１年
間で、交通安全教室などを通して生徒の交通ルール
や利用マナー、盗難防止の意識の向上を図ります。
　自転車などの盗難被害は、いちき串木野警察署に
よると、昨年、一昨年とも約20件の届出があり、届
出のないものを含めると実際の被害はまだ多いとの
ことです。
　交付式で宇都警察署長は「鍵をかけ自分のものは自
分で守ってほしい」と生徒に呼びかけました。その後、
生徒代表の宮尾峻雅さんが、自転車の防犯登録をする
ことや、鍵は２つかけることなど、自転車盗難防止宣
言を読み上げ、被害防止の誓いを新たにしました。

　４月17日、羽島史跡顕彰会は薩摩藩英国留学生の
偉業を称える黎明祭を開催しました。式には薩長同
盟150周年を機に交流を始めた山口県萩市と岐阜県
羽島市から関係者も出席し、留学生の取り持つ縁が
広がりを見せ始めています。
　黎明祭では羽島小中学生による留学生模擬スピー
チのほか、萩市の方による出張紙芝居「長州ファイ
ブ」や地元演奏家のフルート演奏、「東川隆太郎氏と
羽島散策＆講演会」などのほか、地元特産品も販売
され、600名を超える来場者で会場は賑わいました。

　Ｂ＆Ｇ体育センターで練習を積んでいる忠氣道場
が第33回県下少年新人柔道大会団体戦で初優勝し、
報告に訪れました。
　どの試合も強い相手を接戦で制しての優勝だけに
「とにかく優勝はうれしかった」と喜びもひとしお。
苦しい試合を勝ちぬけたのは「一人一人の勝ちたいと
いう気持ちが強かった」とキャプテンの宮永凌駕君は
振り返り、５月に東京講道館で開催される全国大会
も「優勝を目指して頑張る」と力強く話しました。
　優勝おめでとうございます。全国大会も頑張って
きてください。

被災地への支援の輪広がれ
母校で卒業生呼びかける

自転車は鍵を二つかけて盗難予防黎明祭

全国大会初出場　柔道　忠氣道場
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　４月17日、関西鹿児島県人会総連合会は京セラ
ドーム大阪で鹿児島県の観光物産展、第12回関西か
ごしまファンデーを開催しました。
　会場には約３万３千人が訪れ、本市からも特産品
のつけあげ・焼酎など10社が出店しました。
　また、ステージでは市長のトップセールスをはじ
め串木野さのさ保存会が「さのさ踊り」を披露した
り、PR レディーがいちき串木野の観光スポットを
紹介したりしました。

　４月から５月にかけて、冠岳でえびねを栽培して
いる河野寿和さんの栽培場では、えびねが満開とな
り、期間中、愛好家など多くの人が訪れました。
　日本のえびねは色がきれいとのことで、韓国から
訪ねてくる団体もあります。この日も韓国のえびね
の愛好家10名が色とりどりのえびねを熱心に鑑賞
したり、カメラに収めたりしていました。

　春の風物詩、第59回串木野浜競馬大会が４月24
日照島海岸で開催され、地元馬４頭を含む52頭が出
走しました。
　午前中は激しい雨にたたられたものの、昼からは
雨もやみ、7800人の来場者は、波打ち際を颯爽とか
け抜けるサラブレッドのレースや、ゴール前では力
尽きたのか歩き始めるほのぼのとしたポニーレース
などを楽しみました。
　また、会場には熊本地震被災者への義援金箱を設
置し、寄せられた37,929円は日本赤十字社いちき
串木野市地区を通じて届けられました。

　５月６日、地域女性団体役員研修会で、命を守る
旗リレーの引き継ぎ式が行われ、日置市母の会から
いちき串木野市母の会に「命を守る旗」が“命を守る”
願いとともに手渡されました。
　この旗は県下一円、各地域の母の会が旗を持ち回
り、交差点や通学路などで交通安全の啓発活動に使
われ、児童や高齢者の交通安全を守っています。
　旗は約１か月間市内で活動に使われたのち、次の
引継地の薩摩川内市へ引き継がれます。

鹿児島の味求め賑わう

えびね咲き誇る春の訪れ告げる　浜競馬

命を守る旗リレー引き継ぎ式



薩摩藩英国留学生記念館（☎35-1865）

イギリス艦隊の捕虜となって
しまった船長の五代友厚。講
話に向け五代友厚が動きま
す。

薩英戦争２

薩摩スチューデントと明治維新

明治維新
150周年（2018年）カウントダウン

●五代才助、イギリスと直談判！
　文久３年６月22日（1863年８月６日）イギリス艦隊が鹿児島へ向けて横浜を出港したとき、五代才助（友厚）は
船奉行添役として長崎にいました。イギリス艦隊は石炭補給のために長崎に寄港すると読んだ五代は、独断で
イギリス代理公使ニールと面談し、賠償金をもって艦隊を横浜へ引き返させようと考えたのでした。しかし、
艦隊はそのまま鹿児島へ直行してしまいます。
●開戦必定の薩摩へ…
　五代は、通訳の堀孝之を伴いイギリスとの戦
を回避しようと急いで鹿児島へ向かいます。し
かし、五代の思惑は藩の上層部には理解されず、
五代は船奉行船長格の松木弘安（後の寺島宗則）
とともに購入したばかりの三隻の機帆船を守る
よう命じられます。五代は機帆船を鹿児島湾外
に出し、坊泊あたりに避難させるべきと主張し
ますが、卑怯で未練がましいと非難され、やむ
なく重富沖へ隠すことになります。しかし、３
隻は簡単に見つかり英国艦隊に拿捕され、五代と松木はイギリス側の捕虜となってしまいます。これが要因と
なり、開戦の火蓋が切られてしまいます。
●潜伏生活の始まり

　戦いは双方に被害を受け、痛み分けとなり、五代と松木を
乗せたイギリス艦隊は横浜に帰っていきます。二人はイギリ
ス艦内で幕府が手配した通訳、清水卯三郎と出会います。松
木と清水は、江戸の英学塾で顔見知りの間柄でした。同年７
月11日（1863年８月24日）清水の働きかけによって二人は横浜
で解放されます。しかし、二人の行動が内通疑惑を呼び、薩
摩藩や幕府から追われる身となります。清水は、ほとぼりが
冷めるまで二人を匿おうと故郷の埼玉郡羽生村に二人を案内

します。そして、親戚筋になる吉田六左衛門宅に二人を預け、薩摩藩やイギリスの動向、幕府を取り巻く情勢
などを探っては二人に伝えたのでした。世情が大きく動く中、五代はじっとしておれず、六左衛門が手に入れ
た道中手形を手に長崎へ向います。	 　　　　　　			（次回（６月20日号）は「薩英戦争３−講和談判」です。）

第3回

★薩摩藩英国留学生記念館では常時、分かりやすい館内ガイド（無料）を実施しています。
事前にご予約を賜ればスムーズにご案内できますので是非ご利用ください。

　薩英戦争後、薩摩藩はイギリスの再来襲を最も恐れていました。そこで大久保利通は、戦後処理にかかる交渉を
清水卯三郎に依頼しました。そして、清水の手配で薩摩藩の全権である重野安繹らをニ−ル代理公使に引き合わせ
ることができました。薩摩藩の運命、五代、松木らのその後の活躍も、清水卯三郎の働きがあったからなのです。

こぼれ話
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薩摩藩蒸気船の拿捕

五代と松木の潜伏先

薩英戦争絵巻：尚古集成館蔵

吉田六左衛門宅：熊谷市立図書館蔵



5月23日（月）～29日（日）　MBCふるさとウィーク in いちき串木野市

ＭＢＣテレビ

最新情報はMBCホームページの特設ページで
チェック！

ＭＢＣラジオ

　薩摩藩英国留学生記念館では五代友厚をテーマにした特別企画
展を開催中です。
　五代友厚といえばＮＨＫ朝の連続ドラマ小説「あさが来た」で一
躍脚光を浴びた人物です。
　五代は藩主に薩摩藩英国留学生派遣について具体的な案を提示、
薩摩スチューデントの引率的立場で151年前に羽島から旅立った
１人です。
　展示では約100点の資料やパネルで五代のひととなりや功績を
エピソードとともに紹介。そして羽島との深い縁を“五代友厚と羽
島金山”として三井串木野鉱山㈱の協力による貴重な鉱山資料とと
もに紹介しています。
　特別企画展は通常の観覧料で観覧できます。また、無料の館内
ガイド（要予約）もぜひご利用ください。
　■期間／４月20日（水）〜10月24日（月）
　■開館時間／展示観覧　10:00〜17:00
　■休館日／火曜日（火曜日が祝日の場合は翌日）
　■ＴＥＬ／0996-35-1865
　■本市内から無料送迎バス運行（５名以上、要予約）

■美坂理恵のモーニングスマイル　月～金　
　・ポニー号中継　8:40頃と９:30頃から
　�　ポニー号がいちき串木野の各地に出没しお話を伺い
ます。初日は市長室からお届けします！
■えっちゃんのたんぽぽ倶楽部　月～金
　・海童が行く　10:35～
　　いちき串木野の頑張る人が毎日登場！
■城山すずめ　月～金
　・もしもしすずめ電話でボンジョルノ～　15:00
　　こちらも、いちき串木野の人が毎日登場します！
■青だよ！たくちゃん！　土曜日
　・Ａ徳多賀子おでばい中！
　　榮徳さんが傘酔夜市におでばいします！
■ジミー入枝のドゥーワップ・ステーション　土�18:00
　�　観光大使のジミー入枝さんが民謡「串木野さのさ」を
聞きくらべ！
■�他にも多くの番組であなたの知ってるあの人が登場し

ます。
　�ゆうぐれエクスプレス、かごしま街角通信、People's
など
　詳しくは、MBCホームページをチェック！

期間中、いちき串木野市の様々な情報や地元で活躍するいちき串木野市の皆さんがMBCテレビ・MBCラジオに毎日登場します！

■ズバッと！鹿児島
　5/21（土）
　よし俣とよしげの「ぶらり商店街」@いちき串木野
■かごしま４（よじ）　月～金�16:00
　・スタジオ生出演
　　5/23（月）　田畑市長と薩摩スチューデント
　　　　�　　　市長がいちき串木野を全力アピール！
　　5/25（水）　くしきの盛り上げ隊　
　　　　�　　　週末は傘酔夜市へお越しください！
　・ラジからポニーメイツ
　　5/23（月）・24（火）・25（水）
　　　　　　　市内各地からレポート！

事情により放送予定が変更となる場合があります。

薩摩藩英国留学生記念館「五代友厚」特別企画展

GODAI…バイタリティーの男
〜薩摩スチューデントから大阪の恩人へ〜 2016.4/20（水）〜10/24（月）

検索MBC
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市政ニュース

NEWS市政
市ではこんなことをしています

　市では、市民の皆さんがどこでも迅速に防災情報等を受け取れるよう、携帯電話やパソコンへ様々な防災
情報等をメールで配信するサービスを５月20日から提供しています。配信される情報は選ぶことができます。
　登録は無料です。ぜひご活用ください。
　※メール受信にかかるデータ通信料は利用者の負担となります。
●配信情報（複数選択できます）

　�　□防災 ･ 安全 ･ 安心情報…………避難に関する防災情報など
　　□子育て ･ 福祉 ･ 医療情報………子育て、福祉、医療など生活に欠かせない情報
　　□イベント情報……………………市内で開催されるイベントの情報など
　　□その他行政情報…………………上記以外の情報
　　□行方不明者情報…………………認知症の高齢者等の行方不明情報

●登録方法

※�迷惑メール防止機能をお使いの方は、登録する前に bousai@city.ichikikushikino.lg.jp からのメールを受
信できるように設定する必要があります。設定変更の方法がわからない方は、販売店などにお問い合わせ
ください。

まちづくり防災課
（☎33-5631）

防災情報をお手元の携帯・スマホに！
防災情報等メールサービス5月20日から運用開始

ＱＲコードを読み取り、
空メール（件名・本文不要）
を送信してください

画面下部へ移動しグルー
プ（地区）を選択して「次へ」を
押します（複数可）

数分以内に、登録用ＵＲＬが
記載されたメールが届きます

入力内容を確認し、
「登録」を押します

希望する情報とグループ（地
区）を選択します（複数可）

登録完了です

※ＱＲコード読み取りができない方は
bousai.ichikikushikino-city@raiden2.ktaiwork.jp
に空メールを送信してください。

「全項目にチェックする」を選択すれば
市内全地区を選択できます

※数分以内に、上記文面の登録完了のお知らせ
メールが届きます。このメールには、登録内容
変更・配信解除用の URL が記載されています。

メールサービス本登録のご
案内
いちき串木野市防災情報等
メールサービス

メールサービスの仮登録が
完了しました。まだ登録は
完了していませんので、以
下の URL から一週間以内に
本登録を実施してください。
https://ssl……

設定内容の確認

次の内容でよろしければ
「登録」を、再度編集する場
合は「戻る」を選択してくだ
さい。
　（登録内容が　
　　表示されます）
　　　
　戻る　　　　登録

ユーザー情報登録
○メールアドレス
 *******
○配信情報（複数選択可）
[ 必須 ]
□防災 ･ 安全 ･ 安心情報
□子育て ･ 福祉 ･ 医療情報
□イベント情報
□その他行政情報
□行方不明者情報

○グループ（複数選択可）

メールサービス登録完了

いちき串木野市防災情報等
メールサービスへの登録が
完了致しました。

登録内容の変更・配信解除
は次のリンク先にアクセス
してください。
https://raiden2*******

［必須］
□冠岳地区
□生福地区
□上名地区
□大原地区
□中央地区
*****
□川上地区
　次へ

①

④

②

⑤

③

⑥

✓

▶

▶▶

▶

▶

▶
全項目にチェックする
全項目のチェックをはずす

全項目にチェックする
全項目のチェックをはずす

ここを選択

✓
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　平成28年４月１日付けで新しい農業委員が任命されました。これから地域の農業振興に取り組んでまい

ります。農地の購入、農地転用等に関することは、お近くの農業委員か農業委員会事務局にお気軽にご相

談ください。

　　　　　　　　��生野委員　　　西久保委員　　���平田委員　　　��別府委員　　���前田委員　　　�松下委員
　　　　　�池之上会長　　　　�勝山委員　　���川畑委員　　���久木山委員　　���古賀委員　　　木場代理

農業委員会事務局（☎33-5647）新しい農業委員が決まりました

　国民健康保険被保険者で、特定健診を受診した

方に『特定健診受診済証』を発行します。

　この、受診済証をお買い物時に提示すると、特

典サービスが受けられます。特典サービスについ

ては受診済証に同封されている、パンフレットで

ご確認ください。

　将来を担う若い世代の声をこれまで以上に政治

に取り入れるために、18歳以上20歳未満の方が今年

６月19日以降、新たに投票できるようになります。

投票所へ行き投票しましょう。

選挙管理委員会（☎21-5125）

選挙は18歳から！ 特定健診受けてお得にお買いもの
健康増進課（☎33-5613）

担当地区 氏　　名 電話番号 担当地区 氏　　名 電話番号

冠岳・生福
川　畑　千　秋（川畑） 32-0966

荒川・羽島
勝　山　福　滿（平江） 32-1434

池之上　國　義（鏑楠） 32-1837 別　府　嶺　頭（荒川下） 33-2376
上名・中央・
旭・野平

久木山　純　広（浅山） 32-6548
川上・湊

前　田　博　隆（�迫�） 36-2071
平　田　隆　一（芹ケ野） 32-2970 松　下　　　進（川畑） 32-8561

照島・湊町
生　野　英　明（生野） 32-1286

川北・川南
木　場　由美子（崎野） 36-3004

古　賀　久美子（中尾町） 32-8462 西久保　清　助（下手中） 36-2607

特定健診　受診済証

（有効期間）

　Ｈ○ . ○ . ○から

　　　Ｈ○ . ○ . ○まで

受診者の氏名（署名）

※�この受診済証は、ご署名のうえ利用してください。
また、ご署名本人のみ有効です。他人に貸与、譲渡
することはできません。

（問合せ）　いちき串木野市　健康増進課　☎　33-5613

特定健診受診済証
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　昨年、本市は「ふるさと納税」制度について、産業振興や市特産品 PRの観点から取り扱いを一新しました。
市内事業者と協力して返礼品を充実し、専用サイトへ掲載など PRにも取り組んだ結果、今年３月末までに、
全国の１万9,000名を超える方々から約３億6,097万円（前年度比128.4倍）の寄附をお寄せいただきました。
みなさまのご厚意に深く感謝申し上げます。
　いただいた寄附金は、寄附者の希望に応じて本市まちづくりに大切に活用させていただきます。

　市では本年度も引き続き、「ふるさと納税」制度による寄附を募っています。
　今後とも、いちき串木野にゆかりのあるみなさま、遠く離れた地からいちき串木野を応援してくださる
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

※ふるさと納税は下記よりお申込みできます。
　○市へ直接申込み
　○かごしま応援寄附金募集推進協議会
　○専用サイト「ふるさとチョイス」

財政課（☎33-5627）ふるさと納税ありがとうございました

　市では６か月健診時に、絵本を通して親子で触れ合うきっか
けづくりにしてもらおうと、絵本をプレゼントするブックス
タート事業を実施しています。さらに今年度からは３歳児を持
つ親子を対象に、セカンドブック事業を新たに展開します。
　セカンドブックは、図書館で開かれるお話し会に参加した親
子に、絵本１冊をプレゼントするものです。対象のご家庭には
別途ご案内します。
　絵本に興味を示す頃の子どもさんに、絵本の読み聞かせをし
てはどうでしょうか。
●対象者　今年度３歳になる子どもさんのいる親子
●申込み　図書館で開催するお話会で申込み
　　　　　（代理申請等は不可）
●絵　本　次の５冊のなかから好きな１冊をプレゼント
　　　　・14ひきのあさごはん・でんしゃにのって
　　　　・ぞうくんのさんぽ・そらまめくんのベッド
　　　　・てぶくろ

社会教育課（☎21-5128）セカンドブック事業がはじまります

今年度　寄附金を活用して実施する事業

沿岸漁業活性化推進事業補助金
まぐろ漁船母港基地化奨励補助金
商店街振興対策補助金
空き店舗等活用促進事業補助金
　　　　　　　　　　　　　など

未来の宝子育て支援金
乳児紙おむつ購入費助成事業
妊婦健康診査事業
子ども医療費助成事業　 など

「英語のまち」いちき串木野推進事業
スクールソーシャルワーカー活用事業
学校図書館整備事業
総合体育館管理費　　　　など

有害鳥獣捕獲事業補助金
松くい虫駆除事業
公園維持事業

産業振興・地域活性化 健康・福祉の充実 教育・文化・スポーツの振興 環境・景観の保全

16

市政ニュース



■利用できる方
　　療育の観点から集団療育や個別療育を受ける必要があると認められる主に未就学児
　①乳幼児健診などで療育の必要があると認められた未就学児
　②�保育所や幼稚園に在籍しているが、児童発達支援事業所でも専門的な療育・訓練を受ける必要がある

と認められた未就学児
　　療育って？

■児童発達支援施設に通ってくる子ども達は、次のようなことをしています。
　・服を着る、トイレや食事の仕方といった日常生活の基本的な動作の練習
　・遊びを通して、体を鍛えたり見る・聞く・話すといった生きる力を養う
　・集団生活への適応訓練
　その他、一人ひとりにあわせた必要な支援を受けています。
■児童発達支援施設に通うメリット
　�　児童発達支援施設は介助スタッフや専門の先生などがおり、お子さんにとっては負担が少ない環境に
なっています。
　　療育を受けることで、小学校で過ごしやすくなるようになる力を育みます。
■保育園や幼稚園に通っていても大丈夫？
　療育園に通っているのは、市等が行う乳幼児健診等で療育を勧められたお子さんです。指定児童発達支
援事業所（具体的にはどこですか？）で専門的な療育が必要と判断されたお子さんも通っています。
　療育園に通うのは週１〜２回です。幼稚園や保育園に籍を置きながら通ってくる子も多くいます。療育
園でお母さんなど保護者と一緒に過ごす子どももいます。
■市内の児童発達支援事業所

●問  合  せ　福祉課　子育て支援係　☎33-5618
　ご相談も受けていますので気になる方はお気軽にご相談ください。

福祉課
（☎33-5618）

発達が気になるお子さんは
児童発達支援施設のご利用を検討してはいかがですか

療育とは…
障害のある乳幼児、児童を医学的に診断し、
その子ども達一人ひとりの個性を尊重し、
社会的に自立するよう育成すること。

事 業 所 児童発達支援センター
てんがらかん てのんかん あいあいスペース いちき串木野市療育園

所 在 地 上名5050-12 上名5050-1 生福9881-10 栄町16

連 絡 先 33-1032 33-0246 29-5230 32-1980

定 員 20名 5名（主に重度のお子さん） 　10名 10名

利 用 日 月〜土（日曜、祝祭日を除く）月〜土（日曜、祝祭日を除く）月〜金（土・日曜、祝祭日を除く）月〜土（日曜、祝祭日を除く）

提供時間 9：30〜15：30 9：30〜15：30 AMグループ 9：00〜11：30
PMグループ12：30〜15：00 9：00〜15：00

ご相談は
　　各療育園　や　保育園・幼稚園
　　市役所　福祉課子育て支援係　または　串木野健康増進センター　☎33-3450

医  療 　と  保  育
　　　　を合わせたもの
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１．定住促進補助金

　次の４つの定住促進分譲団地を購入される方で、市民として10年以上居住する意思のある方を対象に補
助金を交付します。現在、市内にお住まいの方も利用できます。

２．転入者住宅建設等補助金

　転入者住宅建設等補助金は、市内に転入してきてマイホームを建てる方が対象です。分譲団地に建てる
方は１．定住促進補助金が適用されます。

※詳しくは市ホームページをご覧になるか、政策課政策係（☎33-5634）までお問い合わせください。

マイホームをお考えの方に朗報！補助金が増額 政策課（☎33-5634）

①ウッドタウン団地　35区画 ②市来小城団地　16区画

約420万円～547万円 約470万円～671万円

（約68坪～84坪） （約72坪～103坪）

最高234万円の補助 最高247万円の補助

③羽島矢倉団地　３区画 ④羽島松尾団地　１区画

約440万円～545万円 317.3万円

（約76坪～108坪） （82.84坪）

最高234万円の補助 最高211万円の補助

補 助 内 容 補助金額（最高）

住宅の新築費用の５％を補助 50万円

　　対象者またはその配偶者が40歳未満の場合 20万円

　　市内業者（本社所在）と建築請負契約又は売買契約の場合 20万円

中学生までの子どもがいる場合一人につき30万円（最高３人まで） 90万円

土地購入金額の10%を補助 100万円

　最高280万円

補 助 内 容 補助金額（最高）

住宅の新築・中古住宅の購入費用の５％を補助
※ただし、居住地域により上限額が異なります。

周辺部…50万円
中心部…30万円

　　対象者またはその配偶者が40歳未満の場合 10万円

　　市内業者（本社所在）と建築請負契約又は売買契約の場合 10万円

中学生までの子どもがいる場合、一人につき10万円（最高３人まで） 30万円

　最高100万円

※区画情報は４月末現在

20万円アップ
最高100万円に

40万円アップ
最高280万円に

定住促進分譲団地位置図
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　税金は、私たちが安心して暮らしていくための

大切な財源です。市税を滞納すると督促料、延滞

金も納付することになり、経済的にも不利益が生

じます。

　本市では、税負担の公平性を確保するため、滞

納整理のスペシャリストの国税庁ＯＢを雇い、市

税等の滞納整理を強化しています。

●財産差押えの強化
　再三の納付催告（催告書、電話、訪問等）にもかか

わらず、納税相談もなく納税に対する誠意がみられ

ない、あるいは拒否する、誓約を守らない滞納者

に対し、捜索（※1）を含め、財産調査を徹底して行

い、預金や不動産のほか、給与や生命保険、自動車、

動産（※2）などの差押えを強化しています。

※１　滞納者の住居や店舗などに立ち入り、差押
　　　えるべき財産を捜すことで相手の意志にか
　　　かわりなく行うことができる強制調査。平
　　　成27年度は５件実施。
※２　日常生活に不可欠な衣服や家具など、法律
　　　で差押えが禁止されているもの以外のもの
　　　で、テレビ等家電製品、腕時計等生活用品
　　　など。

�

●差押えた動産や不動産はどうなるのか？
　滞納処分として差押えた動産や不動産は、イン

ターネット公売、県・市町合同公売会、不動産公

売会等で公売され、その代金が滞納している税金

に充てられます。

●滞納者への行政サービスの制限
　市では、納税者の公平性を確保するため、滞納者

に対し、行政サービスの制限を設けています。例

えば、市営住宅の新規入居の制限、子育て支援金

等補助金の交付制限、国民健康保険証の有効期限

の短縮、高額療養費の支給制限などです。

●安心便利な口座振替を！
　口座振替制度は、税金等の納め忘れがなく、納

期ごとに納めに行く手間がかからず便利です。

　申し込みは、口座振替を始めたい納期月の前月

20日までに通帳と届出印・納税通知書を持って、

市内の各金融機関で申し込んでください。

●問  合  せ　税務課収納係　☎33-5615（直通）

税務課（☎33-5615）市税等の滞納整理を強化しています

写真：軽自動車のタイヤロック

県・市町合同公売会（平成28年１月実施）

納期限内の自主納付にご協力下さい

納付が困難な場合や、
分割納付を希望する
場合はまず連絡を !!

★平成27年度の主な滞納処分★

・預貯金差押 434件
・生命保険差押 1件
・給与等その他の債権差押 81件
・不動産差押 11件
・動産差押 3件
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学力の向上、いじめ・不登校０

家庭・地域との連携（ＰＴＡ行事、家庭教育学級、地域行事、挨拶運動など）

各中学校区の実態に応じた取組

➡

モデル中学校区（羽島中学校区・生冠中学校区）の取組
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ふるさとを愛し 夢と志をもち 心豊かでたくましい人づくり

小中一貫教育で目指すものは学力の向上といじめ・不登校０
ゼロ

モデル中学校区（羽島中学校区・生冠中学校区）の取組を他中学校区へ

　市では、平成23年度から中学校区ごとに小中連携教育を進めてきました。平成27年度から
文部科学省の指定を受け、小中一貫教育の研究を始めています。

“小中連携教育”“小中一貫教育”とは？
文部科学省では次のように定めています。
小中連携教育
　小・中学校が互いに情報交換や交流を行
うことを通じて、小学校教育から中学校
教育への円滑な接続を目指す様々な教育
小中一貫教育
　小中連携教育のうち、小・中学校が目
指す子ども像を共有し、９年間を通じた
教育課程を編成し、系統的な教育を目指
す教育

本市では、各中学校区の実態に応じて、
例えば次のようなことを実施していきま
す。
・９年間で育てる教育目標を設定
・�中学校英語、小学校外国語活動を中心に、
小中一貫したカリキュラムを作成。中
学校英語教諭の小学校外国語活動への
乗り入れ授業の実施
・�９年間を見通し、発達の段階に応じた「学
習の手引き」「生活の手引き」の作成
・小中合同の研修会や行事の実施

小中一貫教育を推進します

 教育委員会だより  No.79 
学校教育課（☎21-5127）



健 康 な ま ち づ く りシリーズ

たんぱく尿

糖尿病

高血圧症

腎臓病の
家族歴

脂質
異常症

メタボリック
シンドローム

喫煙

加齢

串木野健康増進センター（☎33-3450）

 ＣＫＤの危険因子とは？

 ポイント１

 ポイント2

 ポイント4

 ポイント3

 ポイント5

減塩に取り組みましょう
　１日の食塩摂取の目標量は男性８ｇ未満、女性７ｇ未満です。
　また、高血圧の方は１日６ｇ未満とされています。
　・調味料は「かける」ではなく「つける」習慣を。
　　スプレー方式や押し出し方式の醤油さしがあります。
　・昆布、かつお節、煮干し、干しいたけなどのだしの旨みを利用する。
　・香辛料や酢、かんきつ類で、香りや酸味を効かせる。
　・めん類のスープは飲まない習慣を。
　・加工食品等に含まれる食塩量を知る。
エネルギーの摂りすぎにつながる間食・夜食・アルコール類を控えましょう
　アルコールは中性脂肪を上昇させるので、適量を楽しみましょう。

１日３食規則正しく食べましょう
　血糖値を下げるインスリンが効率よく働きます。

野菜・海藻類を毎食、食べましょう
　野菜料理から先に食べると、食後の急激な血糖の上昇を抑えます。

ゆっくりよくかんで食べましょう
　食べすぎの原因となる早食いを防ぎます。

腎機能が低下します

食事の見直しでＣＫＤ（慢性腎臓病）を
予防しましょう！
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≪１食あたりの目安量120ｇ≫

生だと
両手のひら
いっぱい

加熱すると
片手のひら
いっぱい



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）

みんなでつくろう 安全安心のまち

【 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

　防犯協会・警察署などでは、定期的に市内各駅の駐輪場で自転車等の防犯診断を実施しています
が、防犯登録、施錠がされていない自転車、バイクが見受けられます。

 自転車盗は“乗り捨て感覚”で盗みます
自転車盗難被害に遭った原因の７割が「施錠なし」です
・自転車盗の犯行の動機で多いのが、「歩くのに疲れた」などの理由で衝動的に盗み乗り捨てます。
　わずかな時間でも鍵をかける習慣をつけましょう。

 鍵かけは防犯の基本
自転車盗難に遭わないために鍵のツーロック・防犯登録をしましょう。

●�自転車防犯登録をしておきましょう。盗まれた
自転車の早期発見・返還にもつながるだけでな
く、登録証が見えることで、盗難の抑止力にも
なります。
　※�防犯登録は、自転車販売店・地区防犯協会で
手続きできます。登録料500円で12年間有効
です。

自転車盗難に遭わないために鍵のツーロック・防犯登録をしましょう。

防犯登録は抑止力にもなります
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見える場所に
防犯登録証を



褒められて伸びる子のコラム

　みなさんこんにちは！はじめまして！

　2016年４月よりいちき串木野市の地域おこし協力隊第一号と

して甲斐の国は山梨県から来ました小林�史和（こばやしふみか

ず）です。

　前回の広報紙を見られて「だれ？桜？なんか笑ってるし！

誰？」って思った方も多いかと思いますが、そうです、私です！

　市来の焼酎を飲んだ事がきっかけで鹿児島の風土に興味を持

ち、今回協力隊としてその土地で暮らせるチャンスがあったので

応募しました。

　『移住定住支援員』という冠の元、まずは僕自身が移住者となり、

いちき串木野市の美味しい食ベ物、楽しいイベント、あたたかい人たちの事、時には困ったことや不便

だと思ったことも包み隠さず発信していき、より多くの人にいちき串木野市を知ってもらえるように頑

張ります！

　主に一人寂しく町をプラプラしていることが多いの

で、見かけたら気軽に話しかけてください！

　これから毎月、広報紙のページをお借りして地域お

こし協力隊の活動報告や、日常で感じたことなどを綴っ

てみたいと思いますので、読んで頂けたらありがたい

です。

　まだ鹿児島県に来て間もなく、本格的な活動は今か

らですが、５月・６月は東京である移住セミナーに参

加したり、グリーンツーリズム総会での発表の場を

頂いたり、観光案内所とー緒にイベントを考えたり、

5/28（土）傘酔夜市にブースを出す話、その繋がりでテ

レビ、ラジオ出演の話が出たり…. 等々、既に面白そうな事がたくさん待っています！楽しみです！

　次回はそんなイベント参加の報告や感想などを写真と共にお届けできればと思います。

（今月は僕の思い出写真をお楽しみください）

◆地域おこし協力隊ホームページ◆

http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/seisaku1/chiikiokoshi.html

◆地域おこし協力隊 Facebook ページ◆

https://www.facebook.com/ickkskn/

◆ Instagram アカウント：＠ ickkskn2016◆

Vol.1

地域おこし協力隊ブース menu

・カチワリ甲州ワイン -White Wine- ￥500-

・甲州ワインハイボール -Spritzer- ￥500-

・甲州ワインサングリア -Sangria-  ￥500-

初めまして！
4 月からいちき串木野市の地域おこし協力隊として山梨県からやって
きました 「小林ふみかず」 です。 今回 傘酔夜市に協力隊として

お店を出店させて頂けることとなり , みなさんに覚えてもらえる絶好の
チャンスだと思いまして僕の地元 山梨のワインを取り寄せました！

みなさんに楽しんで頂ければと思います！

また , 市の出会いサポートの取り組みも同時に行いますので独身者の方 ,
パートナーがまだ居ない方 , お友達を増やしたい方は必見です！

ほかにも様々な出店者の方やステージイベントも盛りだくさんです。
楽しい一日になることは間違いないですので、
皆さんのお越しを心からお待ちしております！

傘
酔
夜
市
二
○
一
六

場所 / いちき串木野市旭町中央通り商店街

日時 / 平成 28年 5月 28日 （土）

15:00～21:00 ( 小雨決行 )

鹿児島県 いちき串木
野

市

IC
K
K
S
K
N

I

小林ふみかず

いちき串木野市
の
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員

@ickkskn2016地域おこし協力隊 くしきの盛上げ隊

お問い合わせは
ickkskn2016@gmail.com
小林までよろしくお願いし〼！

小林隊員も出店します！
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焼酎も好きですが、山梨ワインも好きです

地域おこし協力隊

Facebook ページ

英語が喋れなくても外国人の友達はできます！
（昨年はゲストハウスのスタッフとして働く）



　多くの方の参加をお待ちしております。
 ７月16日（土）「前夜祭」
●出店
　・時　　間　15:00〜21:00（予定）
　・出店費用　10,000円／１ブース（約5.5ｍ）
　　　　　　　※食品出店者は別途保健所申請費用
　・出�店�例　かき氷・焼鳥・ヨーヨー釣り等
　・申込締切　６月17日（金）
　・申込・問合せ
　　公益社団法人　串木野青年会議所
　　☎32-1315　Fax32-9446
●さのさ祭り前夜祭ＩＮ真夏のダンス王決定戦
　・�１団体持ち時間５分程度。7.2ｍ四方のステージ
上でのダンスコンテスト。

　・時　　間　18:10〜
　・場　　所　�メインステージ
　　　　　　　（ドリームキャノピー下）
　・応募資格　�年齢・性別・住所・踊りのジャン

ルは問いません（小学生以下は保護
者同伴）

　・締　　切　６月17日（金）
　・応�募�先　�いちき串木野商工会議所青年部事

務局　☎32-2049
●イベント等ＰＲ団体
　�　さのさ祭り前夜祭メインステージで地域のお
祭りやスポーツ大会の告知などＰＲしたい団体
等を募集
　・時　　間　�19:30頃
　　　　　　　（前夜祭ダンス王前半戦終了後）
　・締　　切　６月17日（金）
　・応�募�先　�いちき串木野商工会議所青年部事

務局　☎32-2049
 ７月17日（日）「本祭」
●募集団体
　①アトラクションの部　14:00〜17:30（予定）
　②市中流し踊りの部　18:00〜19:45（予定）
●締　　切　６月６日（月）
●申  込  み　�さのさ祭り実行委員会事務局（観光交

流課内）へ・部門・団体名・参加人数・
責任者及び連絡先（電話番号）をお知
らせください。少人数での申込も受け
付けます。

　後期高齢者医療では、被保険者の医療費などの
動向を踏まえ、２年ごとに保険料率の見直しをす
ることになっており、平成28〜29年度の保険料率
が次のとおり改定されました。
　ご理解いただきますようお願いいたします。
●保険料率の改定内容

●問  合  せ　�税務課または鹿児島県後期高齢者医
療広域連合　☎099-206-1329

　県の制度改正に伴い本市の制度も改正され、４
月より次のとおりとなりました。
　詳細はお問い合わせください。
●改正内容
・助成対象年齢を制限（妻の年齢が43歳未満に）
・�男性不妊治療の助成を新設（１回につき10万円ま
で）
・助成回数を年齢により区分

・�夫婦ともに、それぞれ県の不妊治療費助成事業
承認決定通知を受けている方に限定
・�申請期限が県の決定通知日から３か月以内に変
更
�重要

●問  合  せ　串木野健康増進センター　☎33-3450
≪不妊に関する無料相談窓口について≫

おしらせ版おしらせ版
串木野さのさ祭り　出店・出場者団体募集

観光交流課（☎32-3111）

後期高齢者医療保険料率が変わります
税務課（☎33-5616）

特定不妊治療費助成制度が改正されました
串木野健康増進センター（☎33-3450）

内訳 変更前
（平成26～27年度）

変更後
（平成28～29年度）

均等割額 51,500円 51,500円

所得割率 9.32％ 9.97％

年間負担
限 度 額 57万円 57万円

初めて助成を受ける際の妻の年齢
（治療初日） 回　数

40歳未満の方 ６回まで
40歳以上43歳未満の方 ３回まで

●専門相談窓口　鹿児島大学病院

電 話 相 談 毎週月・金曜日　15:00～17:00
専用電話番号　099-275-6839

メ ー ル
相 談 随時　funin@pref.kagoshima.lg.jp

●一般相談窓口
伊集院保健所　　　　　　☎099-273-2332
串木野健康増進センター　☎33-3450

　平成27年度以前に申請し、改正前の助成回数
が限度に満たない方については、経過措置が適
用されますが期限があります。
　お早めにお問い合わせください。
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　生活習慣病が重症化し、心臓病や脳卒中、腎不
全を発症するケースが毎年多く見られます。
　そこで、市の国民健康保険では、生活習慣病の
重症化予防事業を実施します。
●実施期間　平成28年５月から平成29年１月まで
●対  象  者
　・�いちき串木野市国保加入者で糖尿病や高血圧

症、脂質異常症などの生活習慣病を治療して
いる方

　・�健診結果、診療状況から生活習慣病のリスク
が高い未治療の方

●事業内容
　�　保健師等の専門スタッフによる情報提供のほ
か個別面談や電話等による保健指導

●実施方法
　　次の事業者に委託して実施します。
　【糖尿病性腎症重症化予防事業】
　株式会社DPP ヘルスパートナーズ
　�広島市南区京橋町1-23�三井生命広島駅前ビル２Ｆ
　☎082-263-8874
　【生活習慣病重症化予防事業】
　合同会社カルナヘルスサポート
　福岡市博多区綱場町1-16　多田ビル５階
　☎092-263-4381
　対象者には、事業者から手紙と電話で事業の案
内があります。健康な毎日を過ごすためにも、ぜ
ひ参加しましょう。

　政府主催慰霊巡拝に参加希望の遺族を募集しま
す。

※�実施時期、期間等は相手国の都合で変更もあり
ます。
※選考基準等はお問い合わせください
●申込・問合せ　福祉課　子育て支援係

　国・県や市に対する苦情、意見、要望などにつ
いて、本市担当の行政相談委員が相談に応じます。
　相談は無料です。

［串木野地域・市来地域合同］
●日　　時　　５月23日（月）9:00〜12:00
●場　　所　　市来高齢者福祉センター
●相談委員　　東　節代　・　德重　涼子

　全国人権擁護委員連合会は、６月１日を ｢ 人権
擁護委員の日 ｣と定め、この近い日に「全国一斉特
別人権相談」を開催しています。
　相談は無料で秘密は守られます。気軽にご相談
ください。
●日　　時　６月１日（水）　10:00〜15:00
●場　　所　串木野地域…中央公民館
　　　　　　市来地域…市来高齢者福祉センター
●相  談  員　人権擁護委員
●問  合  せ　�鹿児島地方法務局（川内支局）
　　　　　　☎22-2300

『人権擁護委員制度をご存じですか？』
　６月１日は、人権擁護委員法が施行された日で
す。
　戦後、何よりもまず国民の基本的人権の擁護と
人権思想の普及高揚が強く求められ、基本的人権
の尊重を基調とした日本国憲法が制定されました。
　このような背景のもと、昭和23年に、まず人権
擁護委員制度が設けられ、翌昭和24年６月１日に
人権擁護委員法が施行されました。これにより国
民の基本的人権を擁護し見守る、いわば民間人に
よる人権擁護機関が誕生しました。
　これが我が国における人権擁護委員制度の始ま
りです。

【本市の人権擁護委員】
（串木野地域）　東　　節代　・藤﨑　和代
　　　　　　　井之上洋一　・久木野澄隆
（市�来�地�域）　下池　　明　・濵田　米夫
　人権擁護委員は、各市町村から推薦され法務大
臣から委嘱を受けた民間の方々です。
　現在、県内には、264名の人権擁護委員が配置さ
れており、地域で様々な啓発活動や人権相談を受
けるなど積極的な活動を行っています。

慰霊巡拝参加希望遺族の募集
福祉課（☎33-5618）

春の巡回行政相談
まちづくり防災課（☎33-5632）

「全国一斉特設人権相談」開催
市民課（☎33-5612）

派遣地域 実施時期 申込締切 概算金額

樺太 9/13～9/20 5/23 180,000円

沿海地方 9/27～10/6 6/10 210,000円

東部ニューギニア（１班） 9/21～9/28 6/3 365,000円

東部ニューギニア（２班） 9/21～9/28 6/3 405,000円

硫黄島（１次） 10/25～10/26 7/8 20,000円

ビスマーク･ソロモン諸島（１班） 10/29～11/5 7/8 350,000円

ビスマーク・ソロモン諸島（２班） 10/29～11/5 7/8 367,000円

マリアナ諸島 12/1～12/8 8/12 226,000円

ミャンマー 2/1～2/8 10/13 210,000円

硫黄島（２次） 2/21～2/22 10/31 �20,000円

フィリピン（１班） 2/15～2/24 10/7 200,000円

フィリピン（２班） 2/15～2/24 10/7 230,000円

フィリピン（３班） 2/15～2/24 10/7 300,000円

糖尿病性腎症重症化予防事業・
生活習慣病重症化予防事業を実施します

健康増進課（☎33-5613）
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　予約制による年金相談です。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
入していた方もご相談ください。
●日　　時　６月21日（火）　10:00〜15:30
●場　　所　串木野庁舎　２階東側会議室
●相  談  員　川内年金事務所職員
●申込期限　６月14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

　『危険物　決めろ無事故の　ストライク』
　危険物は、その取扱いを誤ると、引火・爆発の
おそれがあり、火災等の災害につながります。
　これらの災害等を防止するため、次のことなど
に注意しましょう。
●�家庭では、火気の近くで危険物を使用しないな
ど、危険物の取扱いには十分注意する。

●�危険物を貯蔵・取扱う事業所では、法令違反が
ないように自主点検を励行するなど、保安体制
を徹底する。
※�一定数量以上、危険物を貯蔵・取扱う場合は、消
防署への届出や許可が
必要になります。
　�詳しくは、消防本部予
防課危険物係またはい
ちき分遣所（☎21-5077）
にお尋ねください。

●試  験  日　８月７日（日）
●試  験  地　鹿児島市・奄美市
●試験の種類　全種類
●受付期間　電子申請６月26日（日）〜７月５日（火）
　　　　　　書面申請６月29日（水）〜７月８日（金）
●申  込  先
　（一財）消防試験研究センター鹿児島県支部
　☎099-213-4577
※�受験願書、消防設備士試験準備講習会申込書並
びに平成28年度消防設備士法定講習会申込書は、
消防本部といちき分遣所にあります。

●問  合  せ　消防本部予防課予防係　☎32-0119
　　　　　　　　　　いちき分遣所　☎21-5077

　危険物の取扱い作業に従事している危険物取扱
者は次の期限までに受講してください。
●講習の対象者と受講期限
　⑴�継続して危険物の取扱い作業に従事している
場合

　　→�前回の講習受講日以後における最初の４月
１日から３年以内

　⑵新たに危険物の取扱い作業に従事した場合
　　→従事することとなった日から１年以内
　⑶�新たに危険物の取扱い作業に従事した場合で、
過去２年以内に免状の交付を受けているか、講
習を受講している場合

　　→�免状交付日または前回の講習受講日以降、最
初の４月１日から３年以内

●講習日・開催場所
　�７月３日から10月28日までの間、県下各地で開
催されます。

●受講申請書の受付期間・場所
　６月１日（水）〜６月24日（金）（消印有効）
　一般社団法人�鹿児島県危険物安全協会
　（土・日曜日除く）
　※�受講申請書は消防本部といちき分遣所にあり
ます。

～水難事故から「命を守る３つの基本」～
 基本１　ライフジャケット（救命胴衣）の常時着用
　「暑苦しいから」とか「邪魔になるから」と、ライフ
ジャケットを着用していなかったために海中転落
事故などで命を落とすケースは少なくありません。
大切な命を守るため、体に合った適切なライフジャ
ケットを常時着用しましょう。
　“助かるチャンスが大きく増えます。”�
 基本２　連絡手段の確保
　釣りに出かける際は、一人で行かずに皆で行きま
しょう。複数名でいると、事故の際、対処しやす
くなります。携帯電話が海水で濡れて使えなくなっ
たり、海に落として沈んでしまうことを防ぐため
に、防水パックに入れて携行しましょう。防水パッ
クに入れたまま操作や会話も可能です。
 基本３　水難事故の場合は「118番」へ
　全国共通局番なしの118番は、海上保安庁専用の
緊急電話番号で24時間対応しています。
　通報する際は、「いつ」「どこで」「なにがあった」な
ど落ち着いて簡潔に通報してください。

平成28年度 危険物取扱者保安講習
消防本部（☎32-0119）

水難事故を防ぎましょう
まちづくり防災課（☎33-5631）

６月５日～11日は危険物安全週間です
消防本部（☎32-0119）

消防設備士試験案内
消防本部（☎32-0119）

年金相談所を開設
市民課（☎33-5612）・市来庁舎市民課（☎21-5114）
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　日置地域農業用廃プラスチック類適正処理推進
協議会では、串木野地域の農業用廃プラスチック
類を回収します。
　農業者の方は注意事項をしっかり守り、回収に
ご協力ください。
●回収日時　６月９日（木）　8:30〜11:00
●回収場所　野元家畜市場跡地
●処理経費　処理単価　30円／㎏程度
　　　　　　農協口座で引落し
●持参するもの　印鑑、農協の口座番号
●注意事項
　・�３か所を同種類のビニールひもで結び、つづ
ら折りにしてください。

　・�異物（排出ビニル以外のもの）が混入しないよ
うにお願いします。

　・�空容器（ポリ・缶）は、キャップを取り除き中
身を洗浄してください。

　・�運搬の際は産業廃棄物運搬車両の表示と書面
の携帯が必要になります。

●問  合  せ
　・さつま日置農協串木野支所経済課　☎32-3265
　・市役所農政課農林係

　若者サポートステーションでは、“就職する”、“働
き続ける”若年者の就職に向けた自立へのチャレン
ジを支援します。卒業や中退したけど進路が決まっ
ていない方や就労経験がない方などご相談くださ
い。相談は無料です。秘密は厳守します。
●相  談  日　毎月第２・４水曜日　13:00〜15:00
●場所日時　ハローワーク伊集院
●対象年齢　おおむね15歳〜39歳
●対  象  者　当事者とその家族、支援関係者
●問  合  せ　かごしま若者サポートステーション
　　　　　　☎099-297-6431

　６月１日から７月11日は労働保険料の「年度更
新」申告・納付期間です。
・�６月はじめに送付される労働保険料申告書・納付
書により、期間中に申告・納付を行ってください。
・�年度更新の審査業務が外部委託され、申告書受付は
原則記入漏れ等をチェックするだけの確認作業に
なっています。このため、申告書は記入誤り・漏れ
がないよう自主的な記入・申告をお願いします。
・�申告書の電子申請・郵送による提出もご検討く
ださい。

●問  合  せ　鹿児島労働局労働保険徴収室　適用係
　　　　　　☎099-223-8276

●日　　時　�５月28日（土）
　　　　　　15:00〜21:00雨天決行
●場　　所　旭町中央通り商店街・中央通り商店街
●内　　容　
　・�光のパラソルブース：生産者や商店による生
鮮食料品、雑貨などの販売

　・匠ブース：商店や職人による実演や技術体験
　・�地域おこし協力隊の出会い支援と山梨ワイン
の販売

　・�ステージイベント、焼酎で乾杯条例施行３周
年イベントなど

●問  合  せ　くしきの盛り上げ隊竹原　☎32-2514
　　　　　　いちき串木野商工会議所　☎32-2049

●日　　時　６月６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　先生
●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　�６月３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）

　元気の源は毎日の食事にあります。初心者の方
にもできる簡単な料理作りに挑戦してみませんか。
●日　　時　６月16日（木）　６月23日（木）
　　　　　　７月１日（金）　�７月７日（木）
　　　　　　７月14日（木）の全５回（10:00〜13:00）
●内　　容　健康に関する講話と簡単な調理実習
●場　　所　串木野健康増進センター
●参  加  費　無料（エプロン、筆記用具を持参）
●定　　員　20名
●申込締切　６月７日（火）

●公売物件　市営袴田住宅2棟2戸
　　　　　　袴田642番地2
　　　　　　木造平家建（S37年度建設）※建物のみ
　　　　　　約33㎡（付属建物含む）－2戸
●入札申込　５月31日（火）まで
●入  札  日　６月２日（木）　14:00　市来庁舎
●申込・問合せ　都市計画課（市来庁舎2階）

男性のための簡単クッキング教室を開催
串木野健康増進センター（☎33-3450）

市営住宅（建物）の公売
都市計画課（☎21-5154）

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）

農業用廃プラスチック類の回収（串木野地域）
農政課（☎33-5635）

若者の就労相談会を実施中です
水産商工課（☎33-5638）

第８回いちき串木野まちなか市（いち）
『傘酔夜市（かさよいよいち）』開催

水産商工課（☎33-5638）

～事業主の皆様へ～
「平成28年度労働保険年度更新手続き」のお知らせ

水産商工課（☎33-5638）
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●日　　時　６月25日（土）　9:00〜
　　　　　　※雨天の場合は７月16日（土）
●場　　所　多目的グラウンド
●参加資格　中学生以上の市民
　　　　　　（児童・生徒の参加は保護者同伴）
●チーム編成　１チーム５人編成
●参  加  料　１人500円（当日徴収）
●申込締切　６月15日（水）
　※�チーム名・代表者の住所・電話番号及び他の
参加者（４名）を記入し、FAX で申し込んでく
ださい。（様式は自由）

●申込・問合せ　市グラウンド・ゴルフ協会
　　　　　　笠　原　☎・FAX　33-2885
　　　　　　上迫田　☎・FAX　32-3789

●日　　時　６月12日（日）　9:30開会式
●場　　所　総合体育館
●参加資格
　市内に居住または通勤・通学する中学生以上
●参加料
　個人戦　中学生　500円
　　　　　高校・大学生　700円
　　　　　社会人　1,000円
　団体戦　１チーム1,500円
　（当日会場にて徴収）
●申　　込　�６月７日（火）までに市卓球連盟事務局へ
　　　　　　総務課�人事係　大田　☎33-5625
　　　　　　もしくは�土木総合窓口係
　　　　　　今村　☎33-5679　FAX�32-3124
※�個人戦の組合せはクラス別（Ａ級・Ｂ級・初心者）
で行いますが、申込者数によりクラスが変更に
なる場合があります。
※�団体戦のメンバーは１チーム３人とし、男女混
成も可。

　平成28年10月入学生を募集しています。放送大
学はテレビ等の放送やインターネットを利用して
授業を行う通信制の大学です。心理学・福祉・経済・
歴史・文学・自然科学など、幅広い分野を学べます。
●出願期間
　第１回　６月15日（水）〜８月31日（水）
　第２回　９月１日（木）〜９月20日（火）
　※インターネットで出願もできます
●資料請求・問合せ
　放送大学鹿児島学習センター　☎099-239-3811
　または放送大学ホームページ

●開催時間　全講座13:15〜16:45
●会　　場　かごしま県民交流センター東棟３階
●受講資格　原則全回受講できる方
●参  加  費　無料　※託児もあります。
●定　　員　60名
●締　　切　５月28日（土）
●申込・問合せ　鹿児島県男女共同参画センター
　　　　　　（かごしま県民交流センター内）
　　　　　　E-mail　p-harmony@pref.kagoshima.lg.jp
　　　　　　☎099-221-6603　FAX�099-221-6640
　　　　　　※申込用紙は政策課にもあります

男女共同参画基礎講座受講者募集
政策課（☎33-5672）

第46回 市内卓球大会
市民スポーツ課（☎21-5129）

放送大学10月入学生募集
社会教育課（☎21-5128）

いちき串木野市春季親善
グラウンド・ゴルフ大会参加チーム募集 

市民スポーツ課（☎21-5129）

串木野健康増進センター（☎33－3450）
　４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。
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木山蒼
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眞くん   ・  吉
よ し き

木　歩
あ ゆ か

花ちゃん
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尊くん   ・  山
やました

下　稜
りょうと

人くん

 黒
く ろ き

木　彩
あ や か

華ちゃん

　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）

期　日 内容・テーマ

６/４（土） 男女共同参画の基本的な考え方
～「男女共同参画」の概念について学ぶ～

６/18（土） 男女共同参画と人権

６/25（土） 「私」を振り返り「私」と出会う
ワークショップ

７/２（土） 地域づくりと男女共同参画
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　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。

※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します。

　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

　納期限内の納付にご協力ください。
　今月の口座振替日は、５月25日です。口座振替
の方は、預金残高の確認をお願いします。
　なお、口座振替の手続きは、お近くの金融機関
に納付書・通帳・届出印を持参のうえ、お手続き
ください。

ふと見れば　税で成り立つ　ぼくの街
（平成27年度「税に関する標語入賞作品」より）

（届出人が同意された方を掲載してあります）�

お　く　や　み（４月届出分）

軽自動車税　　　　　全　期
固定資産税　　　　　第１期 ５月31日

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 －

○ ○ ○ －

６月の移動図書館車巡回日程
市立図書館（☎33-5655）

６月の心配ごと相談
社会福祉協議会（☎32-3183）

５月の市税納期
税務課（☎33-5682）

コース 巡回日 コース 巡回日

1コース 7日（火） ９コース 16日（木）

2コース 8日（水） 10コース 21日（火）

3コース 9日（木） 11コース 22日（水）

4コース 10日（金） 12コース 23日（木）

5コース 14日（火） 13コース 28日（火）

6コース 15日（水） 14コース 29日（水）

7コース 17日（金） 15コース 30日（木）

8コース 20日（月）
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故　人 年齢 住所または 
公 民 館 喪主または届出人

本　田　文　子 94 元　町 本　田　　　望
馬場口　智　幸 63 浦和町 馬場口　久美子
下迫田　清　文 79 別　府 下迫田　美津江
篠　原　正　己 86 栄　町 篠　原　利　朗
大六野　リク子 79 中井原 大六野　　　操
瀬戸口　信　一 94 崎下手 瀬戸口　勝　信
新　村　　　明 79 木場迫 新　村　ヨシエ
北　山　惠　子 77 木　屋 北　山　幸　一
前　田　裕　子 79 御倉町 前　田　勝　久
前　屋　スミ子 90 大原南 野　口　由美子
岩　谷　充　郎 82 緑　町 岩　谷　松　樹
中　島　幹　規 51 野　元 中　島　千鶴子
浅　井　清　和 65 猪之鼻 浅　井　万里子
後　夷　安　男 89 岳　釜 後　夷　三　琴
榎　元　キヨカ 90 新生町 榎　元　繁　喜
福　田　穗　作 78 栄　町 福　田　茂　宏
田　中　福　江 75 堀 田　中　　　篤
加　藤　ミ　サ 99 酔之尾 富　田　秀　子
有　村　ト　ミ 100 酔之尾 髙　松　涼　子
小　玉　久　男 86 桜　町 小　玉　トシエ
川　元　和　男 81 ひばりが丘 川　元　アケミ
宮　　　ツルヱ 94 猪之鼻 宮　　　茂　美
山　田　哲　郎 51 小　瀬 山　田　節　雄
松　田　キヨ子 89 金　山 松　田　重　春
北　山　良　子 66 浜　中 北　山　政　憲
中　馬　ヒサヱ 86 西浜町 中　馬　邦　晴
浅　井　ノ　リ 94 麓 浅　井　重　己
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3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。
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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。

内田　妃
ひ

南
な
ちゃん

（麓）

元気にすくすく育ってね。
お姉ちゃんと仲良くね。
父：稔生さん・母：めぐみさん

留盛　綾
あや

斗
と
くん

（袴田）

いつでも人に優しく、
幸せにな～れ☆

父：貴弘さん・母：朋子さん

満留　璃
り

弥
や
くん

（袴田）

お姉ちゃんと仲良く、
大きくなってね♡

父：重樹さん・母：美保さん

若宮　有
ゆう

希
き
くん

（上名）

思いやりのある子に育ってね。
父：広幸さん・母：智美さん

小橋口　陽
ひな

太
た
くん

（天神町）

これから沢山の笑顔を
皆に見せてね !!

父：将さん・母：まゆみさん

川畑　珀
はく

斗
と
くん

（日ノ出町）

産まれてきてくれてありがとう。
お兄ちゃんと元気に仲良くね。

父：尚輝さん・母：弥香さん

東　希
まれ

奈
な
ちゃん

（緑町）

Welcome♡東ファミリー 6人家族で
笑顔いっぱいすごしていこうね♡
父：公貴さん・母：真紀さん

三輪　あかりちゃん
（東塩田）

かわいいあかりちゃん！
元気に大きくなぁれ
父：幸一郎さん・母：優子さん

山下　莉
り

愛
おな
ちゃん

（昭和通）

幸せを運んで来てくれてありがとう♥
父：巨仁さん・母：寿代さん

久保　瑞
みず

稀
き
ちゃん

（汐見町）

お兄ちゃんと仲良く
元気に成長してね♡

父：恵 (さとし ) さん・母：恵 (めぐみ ) さん

疾走のあと
時折激しい雨にたたられた今年の串木野浜競
馬大会。走り終えた馬の体からは湯気が立ち
上っていました。まじかに見る馬は思いのほ
か大きく迫力があり近寄りがたいのですが、
少年たちは慣れているのか平気です。馬をい
たわる姿が印象的でした。

今月の表紙


