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始まっています !

いちき串木野電力は、市・地元企業・地元金融機関が
出資して作った、電力を供給する会社です。

いちき串木野電力に電力会社を変えると
電気料金がおトクになるだけでなく、

利益が子育て世帯や高齢者の支援などに使われ
私達市民サービスの向上につながります。

あなたの電力会社
変えませんか？

地元貢献度は高く!
電気料金は安く!

いちき串木野電力

ピカリちゃん

2



おトクであんしんなプラン
しみん応援プラン

はぐくみ応援プラン
2歳未満の子どもがいる世帯向け

年間
-2,994円

100,048円/年103,042円/年103,042円/年 86,752円/年

-2,9%
年間
-16,290円

-15.8%

年間
-2,994円

-2.9%

契約 40A契約 40A 年間使用量   4,200kWh   の場合年間使用量   4,200kWh   の場合

九州電力
従量電灯 B

更新時に 2 歳未満児がいるとさらに 2 年間無料

いちき串木野電力
しみん応援プラン

いちき串木野電力
はぐくみ応援プラン

どちらのプランも
九州電力よりおトク

40A
30A

区分 九州電力 しみん応援プラン はぐくみ応援プラン

基本料金

電力量料金

(1kWhあたり）

50A
60A

～120kWh

301kWh~

121～300kWh

1,166.4 円

874.8 円

17.19円

22.69円

25.63円

17.04円

22.00円

24.29円

1,458.0 円

1,749.6 円

1,108円

831円

1,385円

1,574円

2年間

0円基本料金

AA

適用例適用例 00 11 22 33 44 55 66
(年)(年)

BB

CC
更新 ▼▲2歳未満

1人目
24ヶ月間
適用期間

更新 ▼▲2歳未満

2人目
24ヶ月間
適用期間

終了 ▼▲2歳未満

3人目
24ヶ月間
適用期間

再加入 ▼終了 ▼▲2歳未満

1人目
24ヶ月間
適用期間

終了 ▼▲2歳未満

1人目
24ヶ月間
適用期間

終了 ▼▲2歳未満

2人目
24ヶ月間
適用期間

※どちらのプランも 10A・15A・20A 契約またオール電化契約の方は対象になりません。今後検討していきます。
※しみん応援プランは九州電力管内の方なら、市民に限らず利用できます。
※はぐくみ応援プランは市内在住で、2歳未満のお子さんがいるご家庭に限ります。
※事業所や工場などに向けた応援プランもご用意してあります。詳しくはお問い合わせください。

はぐくみ応援プラン
　　　 はとってもおトク

電気料金は試算です。今後比較対
象電力会社の料金も変更されるこ
とがあります。

もちろん
あんしんはそのまま！
これまでと同じ九州電力の送配電
設備を使用するので、電気の安定
性と品質は変わりません。
停電が発生した時も九州電力が復
旧にあたります。

契約時 (または契約更新時) に２
歳未満のお子さんがいる方が加
入でき、その時点からまるまる
２年間基本料金が無料になりま
す。
再加入もできます。

3



いちき串木野電力への疑問
Q　安くなるのはいいけど、どうしていちき串木野電力に
　　変えると市民サービスの向上につながるの？

いちき串木野電力の仕組み

　いちき串木野電力は市が51パーセントを出資している第３セクターです。
　みなさんからいただいた電気料金で得た利益を、市民のみなさんに還元する
のが私の使命です！得た利益は子育て支援や高齢者の見守りなど、市民のみなさ
んの生活支援につながる取組に使います。
　そして、こうした生活支援の取組は行政の強みを活かせる分野。
　今まで地域や事業者と手を組んで進めてきた共生協働のまちづくりを活かすこ
ともできますからね。
　市と地元企業が手を組んだいちき串木野電力だからできることなんです！

いちき串木野電力

今からは市民に
利益還元

今までは市外に
電気代を払っています

③電気料金を払う

②電気を売る

①市内では
再生可能エネルギー

で発電

風力発電

他の電力会社

いちき串木野電力
加入者

太陽光発電

①電力卸売市場などから電力を調達

いちき串木野市

市 銀行
など出資

生活支援サービス

私たちにとって住みやすく
いつまでも住み続けられるまちに

子育て支援 高齢者見守り

高齢者の買い物支援

④市民に生活支援サービス
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いちき串木野電力が目指すもの

お申し込みに必要なもの
１．電気ご使用量のお知らせ（直近月の検針票）
２．本人確認書類（運転免許証など）
３．引き落としに使う通帳（コピー可）と印鑑
はぐくみ応援プランに申し込む場合
4．子どもの生年月日が分かる書類（母子手帳や健康保険証）

いちき串木野市昭和通111番地　FAX　0996-33-6001
http://www.ik-epco.co.jp

【会社概要】	資本金2000万円　平成28年10月設立（株式譲渡）
	 代表取締役（無報酬）　いちき串木野市長　田畑誠一

ココ
市立図書館
市民文化センター

消防署

市役所

みやざき
小児科

国道三号線→

いちき串木野市役所 (串木野庁舎）向かい

↑
串
木
野
駅
方
面

鹿
児
島
市
方
面
↓

フナクラ
オート

レストラン
和楽路

レストラン
和楽路

お申し込み	☎0996-33-6000

　いちき串木野電力の設立は、大きな目で見ると、市の人口減少を緩やかにする
方法の一つに位置付けられます。
　現在29,000人の人口を、2060年時点で24,000人程度に減少を抑えるため、昨
年、市は“まち・ひと・しごと創生総合戦略”を策定し、実現のための２本柱を掲げ
ました。ひとつは豊かな食資源を活かした「食のまちづくり」。もうひとつが「環境
維新のまちづくり」です。
　この「環境維新のまちづくり」とは、電力の地産地消を通して雇用や新産業を作
り出そうというものです。現在稼働中の西薩中核工業団地の工場の屋根や公共施
設を利用した太陽光発電、また市内の風力発電の取り組みは「環境維新のまちづく
り」の第1段階にあたります。
　いちき串木野電力は、そうして作られた電気を市民に供給し、得た利益を将来
的に子どもや高齢者などへの生活支援サービスという形で市民に還元します。
　人口が減り、産業が細ると、まちが存続していくことが難しくなってきます。
　いちき串木野電力が目指すのは、安心して子育てができる環境を整え、人口減
少を食い止めることと、生活支援サービスを充実すること。
　つまり、“いちき串木野”を、私たち市民にとって住みやすく、いつまでも住み続
けられるまちにするためなのです。

　いちき串木野電力株式
会社

10月21日新体制の役
員が、がっちりと握
手を交わした
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　照島神社で10月20日ほぜ祭りがあり、五穀豊穣
と無病息災を祈願しました。
　ほぜ祭りでは、天狗に先導された神輿が地区を巡
り、地域の人々の安寧を願う浜下りもあります。今
年は、来春小学校に入学する５人の子どもが関係者
と一緒に神輿を引きました。
　また、天狗は浜下りの途中で照島小学校や照島保
育園にも立ち寄り、子ども達の無病息災を願います
が、中には恐ろしくて泣き出す子もいます。
　浜下りで息子の晴士君が神輿を引いた塩屋美智さ
んは、「一緒に神様も歩いてまわってくれて、いい機
会になった。子どもが元気に育ってほしい」と話し
ました。
　ちなみに、この浜下りで天狗が神輿を先導するの
は、天孫降臨の際、先導した神の形相が天狗に似て
いることからとも言われています。

　市来猶興舎は、妙円寺詣りにあわせ、関ヶ原の戦
いで敗れたもの見事な生還をとげた島津義弘を祀っ
てある、日置市の徳重神社まで武者行列参拝を毎年
続けています。
　10月23日、時折強い雨が降る中、鎧兜や陣羽織
を身につけた市来猶興舎の70名は約５時間かけて
市来から徳重神社まで歩き、参拝しました。
　神社の本殿では武者行列の大将を務めた岩井祐介
さんが、祭文を力強く読み上げました。岩井さんは

「関ヶ原の戦いで島津が見せた薩摩魂は国境を越え
て通用するもの。後世に受け継がれていけるよう思
いを込めた」と祭文に込めた気持ちを話しました。

　市来幼稚園の園児が、市来農芸高校でサツマイモ
の収獲を体験しました。これは同校生活科の生徒６
名が、農業に親しみを持ってもらおうと６月の苗植
え体験に引き続き開催したものです。
　園児は土を掘ったり、ツルを引っ張ったりして、
20～30センチほどに育ったサツマイモを掘り出す
と、「大きい」「おも～い」と歓声をあげました。
　企画した生徒の馬場園友紀さんは「農業は楽しい
というのを体験してもらえてよかった」と話しまし
た。馬場園さん達は、子どもの野菜嫌いをなくそう
と野菜のお菓子のレシピ作りにも取り組んでいま
す。

天狗どんとほぜ祭り

義弘公の魂を伝える武者行列参拝

おイモおも～い
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　羽島の萩元前団地保全会は、10月に収穫された稲
を、昔ながらの脱穀機を使用して、羽島小学校の児
童に脱穀の体験指導を行いました。稲は５月に児童
や保護者と一緒に田植えをして収穫したものです。
　今では見ることのできなくなった、昔ながらの脱
穀機での脱穀を通じて、児童は昔のお米つくりの大
変さを感じ、お米のありがたさを学びました。

　魚の住みかや産卵場所になる海草のアマモの群生
を人工的に作り出す、アマモシート作りが、10月20
日と21日の両日、市来小学校と串木野小学校の５年
生を招いて行われました。
　市内の４漁協で作る藻場造成グループが、魚の住
みやすい海を守ろうと取り組んでいるもので、今年
で８年目を迎えます。
　児童は、アマモの種が入ったドロッとした液体な
どに最初は戸惑っていましたが、すぐに賑やかにな
り、笑顔が溢れていました。
　児童からは、「種が大きく育ってほしい」とか「これ
で魚が住みやすくなり魚はすごく助かると思う」な
どの感想が聞かれ、「今からは海のことについて考え
ながら行動したい」と話す子もおり、海の環境を考
える良い機会となったようです。

　鹿児島まぐろ船
主協会は、10月10
日のまぐろの日に
合わせ、市内スー
パーと鹿児島市で
まぐろを通常の半
額程度の値段で販
売し、いちき串木
野の船が獲ってき
た「薩州串木野まぐ
ろ」をアピールしま
した。
　協会ではこうし
たイベントを、ま
ぐろの日だけでな

く、年末や様々なイベントなどでも続けてきており、
「ブランドとして知ってもらえるようになってきた」
と手ごたえを感じている様子です。
　この日、早くから買い物の列に並んだお客さんの
一人は、「このまぐろはおいしい。親戚が楽しみにし
ているので送ります」とかごいっぱいにまぐろを買
い込んでいました。

　10月10日はまぐろの日でした。
　まぐろの漁業者などで作る鹿児島まぐろ船主協会
や鹿児島まぐろ同友会など３団体は、子ども達に
もっとまぐろを食べてもらおうと、学校給食セン
ターにメバチマグロを提供し、10月７日、給食に出
されました。
　荒川小学校では、鹿児島まぐろ同友会が、まぐろ
漁の疑似体験や漁の様子を学ぶ出前授業を実施。子
ども達は一度漁に出ると船員が船上生活で長く帰っ
てこないことに驚いていました。
　その後子ども達と一緒にまぐろの給食を食べ、親
交を深めました。

昔懐かし農業体験

魚の住みか作り海のこと考える機会に

まぐろの日　もっとまぐろ食べて

まぐろの給食おいしいな
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　市防火管理協会は、10月18日、いちき分遣所で第
11回自衛消防隊対抗防火大会を開催し、病院や介護
施設など市内の12の事業所が参加しました。
　参加者は屋内消火栓などを使い、火に見立てた的
を倒すまでの時間と動作の正確性などを競いまし
た。
　特別養護老人ホーム潮風園に勤める高橋雅浩さん
と濵田祐介さんのペアは、屋内消火栓操法の部に出
場。 「いざという時何もできないんじゃ入所者を守
れない。いい経験になった」と話しました。
●結果（１位のみ）
・屋内消火栓操法競技
　　男子の部　日本地下石油備蓄㈱串木野事業所
　　　　　　　坊野裕人・池田大空
　　女子の部　特別養護老人ホーム潮風園
　　　　　　　白石英子・吉國淳子
・消火器取扱競技
　　男子の部　三井串木野鉱山㈱　橋之口 渉
　　女子の部　杏林会丸田病院　　前潟 晶子

　９月11日に多目的グラウンドで開催され、熱戦が
繰り広げられました。
○優　勝　A 級　レッドフェニックス
　　　　　B 級　海童ジャパン A
　　　　　C 級　海童ジャパン B

　10月21日、串木野国家石油備蓄基地が震度６を
越える２つの地震に襲われたと想定し、大津波警報
発表による緊急避難訓練と、漏れ出た原油による火
災に対する消火訓練や救急搬送訓練が行われまし
た。
　これは、 鹿児島県石油コンビナート等防災計画な
どに基づき実施される防災訓練で、今年は基地職員
や県、市、警察、消防など12機関から157名が参加
して行われました。

　９月25日、串木野弓道場で、第64回串木野弓道
大会が開催され、県内各地から53チーム155人が
参加し親睦を深めました。競技では日頃の鍛錬の成
果を発揮しようと真剣に的に向かう姿が見られまし
た。
　市内の方々の主な成績は次のとおりです。
【個人の部】
・総合優勝 橋口　誠（串木野Ａ）
・一般（男子）の部　優勝 橋口　誠（串木野Ａ）
・高校生の部　優勝 田中伶奈（神村学園Ｂ）
・中学生の部　優勝 上野麗奈（串木野中女子Ａ）
・一般（シニア）の部 ２位 橋元 進（ネンリン福岡）
・一般（女子）の部　10位 徳重恵美子（市来Ａ）
【団体の部】
・一般の部　２位　串木野Ａ
　　　　　　　　　（橋口聖矢・橋口聡子・橋口誠）

いざという時のために自衛消防隊の防火大会

第2回海童旗争奪ソフトボール大会

石油備蓄基地で総合防災訓練

第64回　串木野弓道大会

屋内消火栓操法競技
男子の部で優勝した
坊野・池田ペア

Ａ級優勝
レッドフェニックス
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　９月17日、多目的グラウンドで公民館対抗のグラ
ウンドゴルフ大会が開催されました。
　グラウンドゴルフはルールも簡単で老若男女を問
わず楽しめるスポーツということもあり、各公民館
から78チーム390名もの参加があり、熱戦が繰り広
げられました。
優　勝　木場迫公民館
準優勝　袴田公民館
３　位　麓公民館

　秋晴れになった10月29日と30日、
9万3千人（主催者発表）が訪れた地か
えて祭り。会場には地元の特産品の
店がずらりと並んだほか、隣の会場
では濵田酒造の新酒祭りも同時に開
催され、一帯が賑わいを見せた2日間
でした。初日の夜はいちき串木野商
工会議所が花火を打ち上げ、大勢の
見物客が秋の夜を楽しみました。

　市内の事業所で働く、他の従業員の模範となる優
秀で頑張る若者を市は毎年表彰しています。
　今年は、10月29日地かえて祭り会場のステージ
で、10名の方を市長が表彰し、市女性連は記念品を
贈り労をねぎらいました。
受賞者
　寺師勇太さん（学校法人神村学園）
　西ノ園しえりさん（吉村醸造㈱）
　久保克己さん（プリマハム㈱鹿児島工場）
　島津啓太さん（　　　　　〃　　　　　）
　古薗卓也さん（三井串木野鉱山㈱）
　外薗友輝さん（　　　〃　　　　）
　柏木瑠美さん（濵田酒造㈱）
　有満健太郎さん（　〃　　）
　竹中太一さん（㈱満留建設）
　有馬裕樹さん（　　〃　　）

第2回市長杯争奪公民館対抗

グラウンド・ゴルフ大会

地かえて祭り賑わう

優良勤労青少年を表彰

優勝は木場迫公民館

はいはいレースはなご
みました

子どもに人気だった重
機の体験乗車

今年の味の五番勝負は
カレー対決でした

上から見た会場は広かったです！

賑わった串木野花火大会
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　10月16日、照島神社で、写真撮影の技術を学ぶ、
モデル撮影会が開催され、市内外から応募のあった
写真愛好家14名が参加しました。現在作品を募集中
の市のフォトコンテスト事業の一環です。
　撮影会では講師の下薗詠子さんが撮影の手本を見
せた後、参加者それぞれが思い思いの場所で撮影し
ました。中でも参加者に人気のあった場所は照島神
社の奥にある、海淵を臨む驪龍巌という岩があるあ
たりで、海や岩などの自然がおりなす風景に、参加
者は「こんなきれいな場所があるのを知らなかった」
と驚き、カメラに収める姿が見られました

　市グリーン ･ ツーリズム協議会が県外からの修学
旅行生を受け入れました。
　修学旅行シーズンの10月・11月は、新潟や大阪・
岡山などの中高生228名を迎え、生徒はそれぞれの
受入家庭で農作業や漁業体験・史跡めぐりなど、本
市ならではの田舎暮らしを体験しました。生徒はも
ちろん、受入家庭にとっても思い出に残る有意義な
交流となりました。

○問合せ
・市役所農政課　☎33-5635
・NPO 法人鹿児島いちき串木野観光物産センター
  （いちき串木野市総合観光案内所）☎32-5256

ステキな場所見つけた　撮影会開催

県外からの修学旅行生  ゆったり・のんびり　いちき串木野を満喫

驪龍巌のあたりで撮影した作品

協議会では受入家庭を随時募集しています。
興味のある方はお気軽にご相談ください。
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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

　本市の観光大使へ委嘱状を交付しました。
　本市出身の久野 猛さんには、10月19日に薩摩藩
英国留学生記念館で、また、白橋大信さん（本市在住：
県観光連盟専務理事）、辻 真二さん（本市在住：西
日本ベストパッカー㈱社長）、下薗詠子さん（本市在
住：写真家）、タマリさん（タレント）、ミサンガさ
ん（ミュージシャン）には、10月29日と30日にあっ
た地かえて祭りの会場で委嘱状を交付しました。
　任期は３年間、大使のみなさま本市のＰＲをどう
かよろしくお願いします。

　豪華寝台特急列車ななつ星が、木曜日夕方４時頃、
本市を通過します。来年３月２日まで運行予定です。

（12月29日・１月５日は運休）
　沿線で手や旗を振ってななつ星を迎えましょう。
皆様のご協力をお願いします。歓迎旗は、ＪＲ九州
のホームページからダウンロードできます。
http://www.cruisetrain-sevenstars.jp/project_flag.html
　なお、事故の無いよう充分にご注意ください。ま
た線路内には絶対に入らないようにしましょう。

観光交流課（☎33-5640）

いちき串木野観光大使へ委嘱状を交付

クルーズトレイン「ななつ星 in
九州」のおもてなしにご協力を

　冠岳神社に隣接する駐車場に10月、公衆トイレ
が完成しました。11月23日に開催される「かんむり
だけ山市物産展」の無料シャトルバス乗り場にある
ので、来場者にも便利な場所です。外観に木材や
瓦を使い、神社や寺のある自然豊かな周辺環境に
配慮した造りになっています。
　近年、冠岳地区は、四季折々で心身を癒せるパ
ワースポットとして人気で、観光客が増えているこ
とから、今回県の補助を受けて建設したものです。

観光交流課（☎33-5640）

観光交流課（☎33-5640）

観光客も便利に
トイレが冠岳に完成

下薗詠子さん

久野猛さん

タマリさん 白橋大信さん 辻真二さん

ミサンガさん
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市政ニュース

　例年、11月から年末にかけて交通死亡事故が増加
します。薄暗い時間帯から夜間の交通事故防止対策
の一環として、「３（サン）ライト運動」、とりわけ夜
間の車両歩行者事故の防止に有効な「原則上向きラ
イトの点灯」にご協力ください。

●３ライト運動
　・早めのライト点灯
　・ライトの原則上向き点灯
　・トンネル内でのライト点灯

　　　　『みんなで防ごう、夜間の交通事故』
　車のヘッドライトがハイビームとロービームで
は、見え方がとても違ってきます。ハイビームは相
手を早く発見できるので、安全性が高まります。ラ
イトのハイビームとロービームを積極的に切り替え
て交通事故防止に努めましょう。
※対向車が来たらライトは下向きに切替えましょ
う。

　市は10月、生活学
校から、公園のトイ
レをより使いやすく
するための提案書を
いただきました。
　生活学校は暮らし
の中で気付いたこと
や、疑問に思うこと
を話し合い、学習す
る 女 性 の 集 ま り で
す。
　生活学校は、点検した市内公園のトイレ23か所
のうち、15か所のトイレについて、トイレ内に荷物
置場を作ることと、ドア裏のフックの位置が高すぎ
て使いにくいので低い位置に変えることの２点を提
案しました。
　市では提案を受け、順次改善することにしていま
す。
生活学校に関する問い合わせ　社会教育課

　10月31日に総合計画審議会から第２次総合計画
基本構想（案）の答申がありました。
　答申は、公募委員３名を含む20名の委員が６月
から10月まで計５回審議し、平成29年度から10年
間の市の基本的な指針等について、市民目線での意
見や要望等が盛り込まれています。
　今後、この答申を十分に尊重しながら、基本構想
及び前期基本計画を策定していきます。

まちづくり防災課（☎33-5631）

社会教育課（☎21-5128）

政策課（☎33-5634）

３ライト運動で交通事故防止を

使いやすいトイレになること願いご提案

今から10年間の市の指針に貴重な意見
第２次総合計画基本構想（案）の答申

トイレを点検中の生活学校の
会員

ドライバーのみなさん !!

って，ご存じでしたか？

夜間の車両の走行は
上向きライト点灯が原則

　車両の通行が多い市街地の走行や対向車が来たとき
以外は、ライトは上向きにし、速度を落として走りま
しょう。
　こまめなライトの切り替えで、運転に緊張感が生ま
れ、危険をいち早く発見できます。

つまり…
先行車や対向車がいないなど他の交通に支障がない限り
「上向きライト」での走行が原則なんです。
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市政ニュース

　10月12日、多目的グラウンドで第12回いちき串
木野市小学校陸上記録会が開催されました。
　各種目の１位は次のとおりです。（敬称略）
【100m走】
５年男子　亀﨑　大夢（串木野）   15秒1
　　女子　楮山　世來（羽島）   15秒4
６年男子　川添　翔（照島）   13秒9
　　女子　宇野　可鈴（串木野）  15秒3
【800m走】
５年男子　岸川　舜（生福）  2分48秒2
　　女子　地頭　心佑（生福）   3分12秒3
６年男子　下袴田　大悟（串木野） 2分36秒2
　　女子　坂元　茉歩（串木野）  2分49秒2

【走り幅跳び】
５年男子　戸松　海斗（照島）  3m47cm
　　女子　玉田　麗弥（串木野）   3m22cm
６年男子　栫　輝（荒川）   4m24cm
　　女子　竹下　敬伽（照島）   3m22cm
【走り高跳び】
５年男子　内山　翔太（羽島）   1m10cm
　　　　　木村　成（串木野）   1m10cm
　　　　　蓑手　航平（串木野）   1m10cm
　　女子　萬造寺　和保（串木野）  1m10cm
６年男子　中江　小次郎（照島）   1m25cm
　　女子　橋之口　あやね（串木野） 1m15cm
【60mハードル】
６年男子　小畠　伝人（串木野）  11秒7
　　女子　淵脇　智子（生福）   12秒2
【400mリレー】
５年男子　串木野Ａ  1分02秒6
　　女子　串木野Ａ  1分05秒5
６年男子　串木野Ａ  59秒8
　　女子　串木野Ａ  1分01秒5

【長縄とび】
５年　生福５年  50回
６年　チーム羽島  59回

学校教育課（☎21-5127）

土地開発公社（☎33-5629）

第12回市小学校陸上記録会

分譲団地情報

※市の定住促進補助制度により、最高234万円が補助されます。
・住宅建築補助金　最高50万円　　・若年世帯加算金　20万円
・定住奨励金　　　最高90万円　　・市内業者加算金　20万円
・土地購入補助金　最高54万円

１区画当り価格　約420万円〜550万円
１区画当り面積　約68坪〜84坪
ちなみに、１坪当り価格は約6.2万円〜7.1万円です。

好評分譲中 販売区画数35区画ウッドタウン団地

最安約197万円（約68坪）

見逃せない！

物件の概要

※市補助金最高額を受けた場合

・所 在 地　いちき串木野市生福5391番地外
・地　　　目　宅地
・用途地域等　都市計画区域内、無指定地域、建ぺい率70％、容積率400％
・設　　　備　市水道（宅地内へ引込み済み、権利金は個人負担）
・交　　　通　鹿児島交通・医師会病院前バス停まで徒歩約２分
・公 共 施 設　■西回り自動車道串木野インターまで約1.2km　　■串木野インターから鹿児島西インターまで車で約25分
　　　　　　　■ＪＲ串木野駅まで約４km・串木野駅から鹿児島中央駅まで電車で約32分
　　　　　　　■市役所串木野庁舎まで約3.8km　　　　　　　　■生福保育所・生福小学校・生冠中学校まで約1.3km
●問合せ　土地開発公社　☎33－5629（直通） ・  ＦＡＸ32－3124　（市役所財政課内）

市医師会立
脳神経外科センター

済

済

済
済

分譲済

分譲済
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市政ニュース

第19回 れいめいウオーク羽島・土川大会

切　り　取　り　線

送迎バス
★市来庁舎出発　　　７: ５０
★串木野庁舎出発　　８: ００
★串木野駅出発　　　８: １０

   ※要予約

【集合出発場所】　羽島交流センター前広場
【 受 付 】　8:30 ～　
【 参 加 資 格 】　健康な方ならどなたでも参加できます
【 参 加 料 】　無料
【 駐 車 場 】　羽島小学校校庭・羽島中学校校庭
【申込・問合せ】　市民スポーツ課
　　　　　　　　☎ 0996 − 32 − 3111　FAX 0996− 36 − 5228
　　　　　　　　（申込用紙は、市役所串木野庁舎１階ロビー・市総合体育館・串木野体育センターにもあります。）
　　　　　　　　主催：いちき串木野市・いちき串木野市教育委員会　 
　　　　　　　　主管：大会実行委員会
　　　　　　　　後援：いちき串木野市体育協会・南日本新聞社

氏　名 年齢 性別 住    所 保護
者印 電話番号 参加コース バス利用希望

４・６・12 ㎞ 市来庁舎・串木野駅・串木野庁舎

４・６・12 ㎞ 市来庁舎・串木野駅・串木野庁舎

４・６・12 ㎞ 市来庁舎・串木野駅・串木野庁舎

４・６・12 ㎞ 市来庁舎・串木野駅・串木野庁舎

第 19 回　れいめいウオーク羽島・土川大会　参加申込書

※ ５年生以上、中学生のみの参加は保護者の承諾印が必要です。４年生以下の参加は、保護者同伴とします。

 　私事、このたび本大会に参加するにあたり、大会参加に伴い発生した事故及び貴重品管理等については、自己の
責任とし、主催者が加入する一日保険の対象外のことについては、主催者に対して一切の迷惑をかけないことを誓
います。また、大会当日は事故のないように安全を第一とし、自分の健康・安全に十分留意しながらマイペースで
歩くことを誓います。　
　　　平成　　　　年　　　　月　　　　日

上記誓約書に参加者全員同意します。　申込代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　

誓 　 約 　 書

東シナ海、沖ノ島、甑島を一望
！

市の
ホームページ

からも
申し込めます。

①お気軽羽島コース：４ｋｍ
　　　　（所要時間：１時間程度）

②西郷万福池コース：６ｋｍ
　　　　（所要時間：１時間半程度）

③土 川 健 脚コース：12ｋｍ
　　　　（所要時間：２〜３時間程度）

お楽しみいっぱい！

★大好評 !!
　★おさ汁（おさんしゅ

い）の無料振舞い

　★お楽しみ抽選会

　★特産品販売コーナ
ー

平成28年12月11日（日）開催

事前申込み　12月２日（金）まで（当日受付も可能）

薩摩藩英国留学生記念館

参加者
募集

市民スポーツ課（☎21-5129）
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「おごじょ塾」って何!?

チャレンジ農業♥おごじょ塾通信
～第１号～「踏み出す一歩！」

　最近、テレビや新聞などで
「農業女子」という言葉をよく
聞くようになったと思いませ
んか？
　現在、全国で農業従事者は
約227万人いますが、そのう
ち114万人が女性。ちょうど
50％を女性が占めています。
日本の農業の半分は女性が支
えているんです！
　今、「女性の力」は農業の様々
な分野で注目され、全国的に
も地域の活性化、６次産業化
の担い手として大きく期待さ
れています。
　本市でも「農業」に興味・関
心のある女性が集まれば地域
活性化の大きな原動力になる
かも…!? そのような期待を込
めて始動したのが「チャレンジ
農業♥おごじょ塾」です。

　おごじょ塾ではこんなこと
をします！

　熱い想いを秘めた女性たち
が、新たな１歩を踏み出しま
した。

　次回はいよいよ畑へ。野菜
の栽培に取り組みます。ダイ
コン・ねぎ・小松菜…野菜の
成長を楽しみながら、自分た
ちも成長していけたら。
　私たちと一緒に新たな一歩
を踏み出しませんか？おご
じょ塾生、随時募集していま
す！

　今回の講師はいちご農家の木場
由美子さん。食べ物にあふれた今
の時代、例えば５月が旬の「いち
ご」。スーパーに行けばいつでも
買うことができます。だけど…よ
く考えてみてください。いつでも
食べられるのは当たり前ではない
のです。「いちご」はクリスマスに欠
かせない存在。そのために農家は、
様々な工夫を凝らしながらハウス
の温度調節を行い、大変な苦労を
しています。
　時には自然災害に涙することも
…。「農家は強いのよ！自然災害で
大きな被害を受けても、次の年に
はそれを笑い話にしちゃうの！」
　あっけらかんと笑顔で言っての
ける木場さん。さすがです。

農政課（☎33-5635）

・�農業体験や農産加工体験を
通して、農業への理解を深
めよう !

・�農家の苦労を知り、食育や
地産地消について考えよ
う！

・�女性同士のネットワークづ
くりを進め、まちを元気に
しよう！

　家の観葉植物でさえ枯らして
しまう農業初心者です。「自分で
作った野菜を食卓に並べられた
ら素敵だな！」と思い、おごじょ
塾に入りました。
　第１回の「みかん収穫体験」で
は、農家の方に鋏入れの仕方を
教わりながら、たくさん味見を
させていただきました。青いの
にとっても甘くて、みかんが苦

手な息子（３歳）がパクパクと食べ続けている姿に大変驚きました。
　第２回の「いちごの植付け作業」では、講師の木場由美子さんが、
今までお店で苗を買うだけでは絶対に分からなかった事を、細かく
丁寧に教えてくださり、今まで失敗ばかりでしたが、これからは自
分でも元気ないちごを育てることができそうです。
　まだまだ知らないことばかりですが、先生方や塾生の皆さんが気
さくで、ワイワイと話しながら作業をするのがとても楽しいです。
今後は収穫した野菜を使った料理教室や農産加工体験も予定されて
いるので、塾生みんなで勉強しながら楽しんでいこうと思います♪

はじめの一歩はいちご
いちご苗植付け　H28.10.19
品種「とよのか」。苗を植える向
きも大事です！誰の苗が一番
早く花を咲か
せ、真っ赤な
実を付けるの
か今から楽し
みです♪

講師の想い～木場由美子さん～
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薩摩藩英国留学生記念館（☎35-1865）

留学生が最初に向かったのは香
港。船中で慣れぬ食事や文化の
違いに直面します。

英国への旅路
- 故郷をあとに、香港へ -

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

第9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。
事前に予約されるとスムーズにご案内できますので是非ご利用ください。　  　　　 

●オースタライエン号現る！
　元治２年３月21日（1865年４月16日）、留学生が待ち続けていた、
グラバー商会所有の蒸気船「オースタライエン号」が羽島沖に姿を
現します。翌日、一行は遠い異国の地に対する希望や不安、その
複雑な胸の内を歌に詠みあげています。

　これらの歌を藤崎家に残し、夕方、一行は伝馬船からオースタライエン号に乗船しますが、全員
乗船と同時に、武士の魂である大小刀を取り上げられてしまいます。市来（後の松村淳蔵）は日記に「刀
は大小共に取り上げられ、今日より無刀になってしまった」と憂い嘆く気持ちを記しています。
　そして、戸惑いを感じる彼らの気持ちをよそに、船は錨を抜いて最初の停泊地である香港へ向け
て出発します。
●慣れない船旅、そして断髪…
　外洋に出た船は揺れがひどくなり、一行は、その日一日船酔いに悩まされます。そして少し気分
がよくなり食欲が出てきたと思うと今度は慣れない西洋料理。「味ある物は橙に米ばかりにて、豚牛
の類はとんとすくれす」といった具合で口に合いません。
　こんなきつい船旅の中、彼らは水夫たちから奇異の目で見られていることに気付きます。そして
渡欧経験のある寺島宗則から、髷

ま げ

姿の使節団が各地で失笑を買ったという話を聞き、断髪を決めま
す。彼らにとっては屈辱的なことでしたが、国のためと思えばこその決断でした。
●最初の異国、香港！
　出航から４日後の３月26日（４月21日）夕刻、香港に到着します。街はガス灯で煌々と照らされ、
一行はその美しさに目を奪われます。町田久成は、その様子を「陸地はあたかも蛍が飛び交うように
光輝き美しい」と記しています。
　翌朝、船外の喧騒で目が覚めた彼らは、港内のおびただしい数の船舶に驚きます。そこに薩英戦
争で戦った英国艦ユーリアラス号がいることに気付いた彼らはさらに驚きます。
　この後、いよいよ香港に上陸します。

（次回、12月20日号 は「英国への旅路―香港上陸―」です。）

森有礼は、伝馬船からオースタライエン号に乗り移る際、伝馬船の船頭だった坂元勘作さんに「このチョッキを
見る度、森と思って大事にしまってください。いろいろとありがとうございました」とお礼を述べ、真綿のチョッ
キを渡したという話が残っています。残念ながら、昭和41年の羽島大火でこのチョッキは焼失してしまったそう
です。

こぼれ話

詩歌短冊／薩摩藩英国留学生記念館 所蔵

君か為　忍ふ船路としりながら

　けふの別れを　いかて忍ひん

	 	 　　	畠山	丈之助

ますら雄の　たけき心を振りおこし

　出行すかた雄 し々かりけり

	 	 　　	市来	和彦
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褒められて伸びる子のコラム
Vol.7

　皆さま、おやっとさぁ！板垣でございます。
　「地かえて祭り～ガッキーの観光案内所」には、
多数のご来場を賜りまして誠にありがとうござい
ました。今回は地かえて祭りでご紹介した中で
も「意外と知られていないのでは？」という眺望ス
ポットを２つ紹介します。
　現地までの詳しい道のりを知りたい方は、総合観
光案内所のガッキーまでお気軽にご連絡ください。

【いちき串木野市を飛び出して南大隅町へ行って
きました！】
　ねじめドラゴンボートフェスティバルに地域お
こし協力隊チームとして出場してきました！当日
はもの凄い雨！練習なしのぶっつけ本番で頑張り
ましたが、グループ内最下位という残念な結果に。
でも普段あまり会えない協力隊員とも交流できた
のでとても有意義で楽しいイベントでした！次回
は天気のいい時に遊びに行きたいです！

【Tiny Soul Market（タイニィソウルマーケット）】
　毎月第３日曜日にまちなかサロンで開催してい
る「まちなかマルシェ」。９月、10月と400人近い
お客さんに訪れて頂き「これは、ひょっとしたら、
ひょっとするんじゃないの？」というノビシロ全
開の企画ですが、11月から名称変更しました！
　誰かの「何かやってみたい！」という気持ちを大
切にして、「どうしていいか分からない！」という
悩みを少しでも形にできる場にしていき、みんな
が笑顔になれる空間、みんなの小さな想い（Tiny�
Soul）が少しずつ大きくなっていく場にしていき
たいとの願いを込めて名付けました。面白い事し
たい！頑張っている人を応援したい！地元を盛り
上げたい！でも実
際何をしていいか
分からない！そん
な方、一緒に楽し
みましょう！

板 垣 隊 員

小 林 隊 員

市来の「轟が鼻」

荒川の「長城牧野」

羽島崎
↓

長崎鼻
↓

（google マップの平原山を目的地に設定するとスムーズに着きます）

戸崎
↓

市来市街地

【荒川の長城牧野】荒川橋から隈之城へ抜ける県道
313号線を４kmほど進み、大河内公民館集落へ左
折して、山道を４km進むと到着。晴天の日は桜
島や開聞岳まで見渡せる絶景スポットです。

【市来の轟が鼻】市道山手線から池之原公民館へ向
かう途中に絶景スポットが！市来エリアはもちろ
んのこと、なんと羽島地域まで一望できます。
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健 康 な ま ち づ く りシリーズ

串木野健康増進センター（☎33-3450）

 気になる症状のある方は早めに受診を。

 健康保険で 禁煙治療が受けられます！

 早く治療を始めることで悪化を防げます。

●�息切れ、慢性のせき・たんなど、気になる症状のある方は、早めに、かかり
つけ医や呼吸器専門医に相談しましよう。
●�現時点ではもとの健康的な肺に戻す治療法はありませんが、少しでも早く治
療を開始することで、健康状態の悪化を防ぎ、日常生活を維持・改善するこ
とができます。
●�COPD（慢性閉塞性肺疾患）の原因の90％以上は喫煙です。「禁煙」によって発
症を予防し、また進行を阻止することができる病気です。

●�条件を満たしている場合は、健康保険で禁煙治療が受けられます。
●�「楽に」「確実に」「あまりお金をかけずに」禁煙するためにも医療機関を受診し
て禁煙治療を受けることをおすすめします。�

　ＣＯＰＤ※1（慢性閉塞性肺疾患）は、たばこの煙などが原因で、肺の中の気管支に炎症が
起きたり、気管支が枝分かれした奥にある肺胞が破壊されたりして、徐々に呼吸障害が進
行する病気です。「慢性気管支炎」、「肺気腫」などの病気が含まれます。
　また、長期の喫煙によって、年齢に伴う通常の変化以上に肺の機能低下が進むことから

「肺の生活習慣病」とも言われます。息切れ、慢性的なせき・たんが主な症状です。進行
すると呼吸不全で命に関わります。

息切れ、せき、たん ひょっとしてCOPD?
〜COPDは喫煙等による肺の慢性的な炎症で呼吸困難になる病気です〜

※1　COPD:Chronic_Obstructive_Pulmonary_Disease

長
期
の
喫
煙
な
ど

坂道・
階段等での
息切れ

慢性の
せき・たん

少し
体を動かす
だけでも
息切れ

慢性の
せき・たん

呼吸不全

心不全

　　　等

COPD（慢性閉塞性肺疾患）

18



福祉課（☎33-5618）

　本市には、未来を担う子ども達がのびのびと健やかに成長できるよう、幼稚園や保育園12園があり、
それぞれが特色ある保育や教育を行っています。
　各園のこれが「うちの園自慢！」として、12園の特色ある活動を毎月２園ずつご紹介します。

内容については、直接各園にお問い合わせください。

　市来保育園の広い庭では、118名の子ども達がボールや三輪車で駆けまわり、木陰で
はスコップやバケツを手におみせ屋さんごっこが始まっています。成就感を育て、意

欲のある子どもに育てることを目的にチアダンスの活動を続けていますが、踊りが始まると、みんな
が手を止め、先輩に合わせて身振り手振り一緒に楽しんでいます。
　近くの畑では四季折々の野菜や花にあふれ、絶好の散歩コースとなっています。その中でも“寝た
ろうスイカ”は、夏の定番。貴重な水分補給となっています。

（湊町１丁目253　☎36-2166）

（金山15822-1　☎32-3700）

市来保育園

くしきの森のこども園

　仏教園です。くしきの森のこども園で過ごす日々の中で大切にしたいことは、恵ま
れた自然の中で「夢中になって遊ぶこと」「大切なともだちにであうこと」「喜びを味わう

こと」「ありがとうのこころを育てること」です。仲間と生活する日々の中で、私たち大人は、「その子
のこころの中に何が育っているか」を、そばで寄り添い、受け止め、丁寧に見守る必要があります。
　くしきの森のこども園では、大切な仲間と共に楽しさや喜びを味わうことのできる個々の年齢や成
長にあわせた教育・保育を大切にしています。
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　今年４月19日（火）に実施された全国学力・学習状況調査について、本市の結果の概要がまとま
りました。主なものを紹介します。

●�各学校の研修を支援し、日々の授業がよ
り充実するよう努めます。
●�市内小・中学校の教員を対象とした研修
会を、更に充実させます。
●�小中一貫教育を推進し、児童生徒の立場
で９年間の学習環境を整えます。

➡

➡

➡

●�講師を招いての研修、
　授業での指導力を高める研修
●�市学力向上教員研修会
　国語、算数・数学の「市教育研究会」等
●�中学校教員が小学校で授業を行う「乗り
入れ授業」
●�中学校区ごとにつくる「学習のきまり」や
「生活のきまり」

１　本市の学力の状況（正答率分布グラフ及び課題等は、次ページをご覧ください。）

※国語A・算数Ａ・数学Ａ…基礎的な知識を問う問題（Ａ問題）、国語Ｂ・算数Ｂ・数学Ｂ…活用力をみる問題（Ｂ問題）

３　市教育委員会の今後の取組

２　本市の児童生徒の生活の様子

学　年
全国との比較（※）

全国を上回る 全国とほぼ同じ
（上下１ポイント以内） 全国を下回る

小　６ なし 算数Ａ 国語Ａ、国語Ｂ、算数Ｂ

中　３ なし なし 国語Ａ、国語Ｂ、数学Ａ、数学Ｂ

平成28年度全国学力・学習状況調査結果と今後の取組

●�児童生徒の学習の状況を把握し、今後の改善に役立てることを目的としています。
●�対象は、小学６年生と中学３年生です。
●�国語と算数・数学の学力調査と、アンケート調査（学習状況調査）が行われました。
●�本調査で測定できるのは学力の特定の一部分です。全ての学力の状況ではありません。

家庭で一緒に心掛けてみましょう
●「早寝・早起き・朝ごはん」など、生活のリズムを整えましょう。
●テレビやゲーム、インターネット、携帯・スマホ等の約束を決めましょう。
●今日の授業で習ったことを、家庭で振り返ってみましょう。

全国学力・学習状況調査とは？

学　年
全国に比べて「当てはまる」と答えた児童生徒が多い項目

望ましい回答が多いもの 課題のある回答が多いもの

小　６ ・携帯・スマホを持っていない
・読書が好き

・平日に３時間以上テレビを見る
・平日に授業以外は全く学習しない

中　３ ・家で、学校の宿題をしている
・地域の行事に参加している

・夜10時～12時の間に寝る
・新聞を読まない
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例 : 全部で10問あったと仮定した場合。
� ０問～２問正解したら ･･････ １の段階�� ３問～４問正解したら ･･････ ２の段階
� ５問～６問正解したら ･･････ ３の段階�� ７問～８問正解したら ･･････ ４の段階
� ９問～10問正解したら ･･････ ５の段階

〈グラフの見方〉

〔国語Ａ〕 〔国語Ｂ〕

〔算数Ａ〕 〔算数Ｂ〕

〔本市の正答率分布グラフ、課題等について〕

【小学校】 【中学校】

〔学校における今後に向けた主な取組〕

〔全　体〕	（各教科）	●	毎時間の分かる授業の充実に努めます。

	 	 ●	めあてを明らかにして、児童生徒が主体的・意欲的に臨む授業の実践に努めます。

	 	 ●	個別に追究する学習や個別の補充学習等、個に応じた指導の充実を図ります。

	 	 ●	対話をとおして児童生徒が互いに学び合う授業を行います。

〔小学校〕	（国語科）	●	質問の意味を捉えたり、話し手の意図を捉えながら聞く活動の充実を図ります。

	 	 ●	問われたことに対して適切に答える力を身に付ける指導の充実を図ります。

	 （算数科）	●	グラフから指示された数を読み取る指導の充実を図ります。

	 	 ●	表・グラフ・式・数などを用いて、根拠を基に理由を述べる指導の充実を図ります。

〔中学校〕	（国語科）	●	文章を読んで、要旨を捉える指導の充実を図ります。

	 	 ●	目的に応じて文章を要約する指導の充実を図ります。

	 （数学科）	●	与えられた情報から必要な情報を適切に選ぶ指導の充実を図ります。

	 	 ●	理由を基に説明したり、筋道立てて考えて証明したりする指導の充実を図ります。

●　問題の正答率を５つの段階に分けて、それぞれの段階ごとの児童生徒数の割合を表しています。
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・�基礎的な学習内容について一定の定着が図られて
いる。
・�国語Ｂ（活用問題）で「５」の段階が少なく、思考や
活用する力についての定着が十分でない。

・�基礎的な学習内容について一定の定着が図られて
いる。
・�算数Ｂ（活用問題）で下位の段階が多く、思考や活
用する力についての定着が十分でない。

〔国語Ａ〕 〔国語Ｂ〕

〔数学Ａ〕 〔数学Ｂ〕
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・�基礎的な学習内容について一定の定着が図られて
いる。
・�国語Ｂ（活用問題）で「５」の段階が少なく、思考や
活用する力についての定着が十分でない。

・�数学Ａ（基礎問題）で「５」「４」の段階が少なく、基
礎的な学習内容についての定着が十分でない。
・�数学Ｂ（活用問題）で下位の段階が多く、思考や活
用する力についての定着が十分でない。
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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）

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

◇夕暮れも早くなり、暗い道の下校は危険です。
◇子どもや女性への声かけ・つきまとい事案は登下校・出勤帰宅時間に発生しています。
●�通学路や公園などは子どもと一緒に確認し、「子ども110番の家」等もあわせて確認しておきましょ
う。
●見通しの悪い場所や夜暗い場所など、危険な場所を確認しましょう。
●通学通勤ルートは、遠回りでも明るく人通りの多い道を選びましょう。
●�スマートフォンでゲームをしたり、ヘッドフォンで音楽を聞きながら歩くのは、周囲への注意が
おろそかになるのでやめましょう。
●人気のない道、空地、公園、駐車場、暗がりなどは、特に注意しましょう。
●�外出する時は、ランドセルやカバンなど、相手から見えやすい手が届く場所に防犯ブザーをつけ
ましょう。
●危険を感じたら、交番やコンビニなど人のいる店舗に駆け込み、助けを求めましょう。
●家族に車で送迎をしてもらいましょう。
●自分にも危険が及ぶかもしれないという危機意識を持って、被害防止対策をとりましょう。

　10月11日、いちき串木野警察署で、市内５
つの青パト隊に、ドライブレコーダーがそれぞ
れ１台ずつ手渡されました。
　これは、10月11日から20日まで行われた全国
地域安全運動出発式に合わせ、地区防犯協会から
貸し出されたもので、青パト隊が児童の登下校時
など、パトロール中の様子を自動で撮影します。
　ドライブレコーダーは“動く防犯カメラ”とも
言われており、犯罪の抑止効果がさらに高まる
ことが期待されます。

子供・女性の犯罪被害防止（ちょっとの心がけで被害を防げます）

青パト隊がドライブレコーダーでパワーアップ

身の回り見
回せ、

危険を察知
せよ。
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　年末年始は図書館は休館します。期間中の本の
返却は返却ポストをご利用ください。
●休  館  日　 12月29日（木）～
　　　　　　 平成29年１月３日（火）

　年末年始のし尿汲取り指定日を次のように変更
します。

※ 年末は、汲取りの申込みが多く、指定日以外は原
則申し込めません。必ず指定日の前日までに「汲
取申込札」で申し込んでください。

●日　　時　12月４日（日）  9:00～16:00
●場　　所　いちきアクアホール
●物  産  展　地元特産品等販売　9:00～16:00
●ステージ　10:00～
●イベント
　・タマゴのつかみどり　10:00～、14:00～
　・黒牛焼肉ふるまい　　10:30～、14:30～
　・もちつき、ふるまい　11:00～、15:00～
●農産物品評会
　・出品物展示　9:00～12:00
　・出品物即売　14:00～
●健康まつり　9:00～16:00
　・健康相談・食生活改善展示・学校給食展など
●まぐろ展示館
　・まぐろに関する展示　・試食
●問  合  せ　実行委員会事務局（観光交流課内）
　　　　　　☎33-5640

　市では、地震・津波や武力攻撃などの災害時に
備え、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）から送
られてくる国からの緊急情報を、防災行政無線を
用いて皆様へお伝えするようにしています。
　次の日程で緊急情報伝達手段の試験を行います。
　皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
●日　　時　11月29日（火）11:00～
●防災行政無線の放送内容
　　～防災行政無線チャイム～
　　　「これは、テストです」×３回
　　　「こちらは、防災いちき串木野市役所です」
　　～防災行政無線チャイム～
※ 全国的に同じように試験が実施されますので、災

害と間違えないようにご注意ください。
※ Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの

災害時に国から送られてくる緊急情報を、人工
衛星などを活用して瞬時に情報伝達するシステ
ムです。

●ファミリーサポートセンター事業とは？

●会員になれる方
・ 依頼会員　 市内に居住または市内の事業所に勤

務し、生後３か月以上の乳幼児から
小学生までの子どもがいる方。

・ 提供会員　 市内に居住する20歳以上で、心身と
もに健康で子育て支援に意欲のある
方。

※ どちらの会員も登録が必要で、ファミリーサポー
トセンターが開く講習会を受講していただきま
す。

●入会方法
　 　入会申込書に写真２枚（サイズ2.4㎝×3.0㎝）を

添えて、窓口の福祉課または市来庁舎市民課へ提
出してください。入会申込書は窓口にあります。

●問  合  せ　ファミリーサポートセンター
　　　　　　（福祉課内）

おしらせ版おしらせ版
年末年始図書館休館のお知らせ

市立図書館（☎33-5655）

年末・年始のし尿汲取り日の変更について
串木野衛生センター（☎32-3612）

防災行政無線を用いた
「全国一斉緊急情報の伝達試験」の実施

まちづくり防災課（☎33-5631）

ファミリーサポートセンター事業の
依頼会員・提供会員を募集します

福祉課（☎33-5618）

ふれあいフェスタ2016
観光交流課（☎33-5640）

年
指定日

地区
変更前 変更後

28
年

12/29
（木）

12/27
（火） 迫・安茶

29
年

1/1
（日）

1/4
（水）

島平上・田中中村・照島下
屋敷・崎下手・須賀・塩屋町
旭町・石川山・西浜町・浦和町

1/2
（月）

日出町・別府・汐見町・栄町
昭和通・高見町

1/3
（火）

緑町・恵比須町・芹ヶ野・野下
金山下・深田上・三井・小瀬
曙町・新生町・堀・平ノ木場
戸崎・崎野・中原・松原

　育児の支援を行う事業です。保育園、幼
稚園、学童保育などへの送り迎えや放課後
の一時預かりなど、子どもを預かってほし
い人（依頼会員）と、子どもを預かりたい人

（提供会員）の仲介をファミリーサポートセ
ンターが行います。
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串木野健康増進センター（☎33－3450）
　10月21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。

 安
あんらく

樂　奈
な な

々ちゃん   ・  中
な か き や

木屋侑
た す く

玖くん

 池
い け の う え

之上七
な な み

海ちゃん   ・  福
ふくどめ

留かずなちゃん

 大
おおさと

里　乙
い つ き

稀くん   ・  前
まえはら

原　紅
も み じ

葉ちゃん

 尾
お の

野早
さ き な

希夏ちゃん   ・  宮
みやうち

内　彩
あ や と

和くん

 立
たていし

石夏
か な こ

奈子ちゃん   ・  山
やました

下　愛
ま な

心ちゃん

 徳
とくなが

永　朱
あ か り

里ちゃん

　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）
　平成29年４月から保育園と認定こども園（保育部
分）に入所を希望する児童は、次の期間内に入所申
込をしてください。
　なお、２次募集は、１次募集で定員に空きがあ
る施設のみ受け付けます。
●１次募集　11月30日（水）まで
●２次募集　12月1日（木）～12月28日（水）
●提  出  先
　新規入所…串木野庁舎福祉課
　継続入所… 串木野庁舎福祉課、市来庁舎市民課

及び各保育施設

～認知症になっても安心して暮らせるまちづくり～
　高齢者の約４人に１人が認知症、またはその予
備軍と言われています。認知症は脳の病気による
もので、誰でもなる可能性があります。
　この講座は、認知症について正しい知識を持ち、
認知症の人や家族の気持ちを理解し、地域におけ
る支え合いの輪を広げていくための講座です。
●日　　時　12月９日（金）　18:30～20:00
●場　　所　市来保健センター
●対　　象　関心のある方ならどなたでも
●申込期間　12月７日（水）まで
●申込・問合せ　地域包括支援センター

　市国民健康保険で実施する40歳以上を対象とし
た「特定健診」は、10月末で医療機関での受診を終了
しました。
　11月以降は、未受診の方でも、以下のいずれか
の方法により、受診したことになります。詳しく
はお問い合わせください。
①情報提供制度の利用
　 　医療機関で治療のため４月以降に血液検査等

をしている人は、病院の医師に確認のうえ、情
報提供票・質問票を医療機関に提出する。

②人間ドック・職場健診の利用
　 　人間ドック・職場健診を受診した人は、受診

結果を市役所に持参する。
③脱漏健診の利用
　 　平成29年１月下旬の土曜日・日曜日に予定し

ている脱漏健診を受診する。
●問  合  せ　健康増進課保険給付係　☎33-5613

●1
い い

1月3
みらい

0日は「年金の日」です
　 　厚生労働省では、“国民一人ひとり、「ねんきん

ネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に
思いを巡らす日”として、毎年11月30日（いいみ
らい）を「年金の日」としました。

　 　この機会に、「ねんきんネット」等を利用して年
金記録や年金受給見込額を確認し、高齢期の生
活設計について考えてみませんか。

●「ねんきんネット」とは
　 　「ねんきんネット」は、ご自宅のパソコンなど

で、24時間いつでも、年金記録の確認や年金見込
額の計算など、さまざまな機能を利用できる便
利なインターネットサービスです。

　 　「ねんきんネット」の利用には簡単な登録が必
要です。

　　詳しくは「ねんきんネット」で検索

※ 登録には、手帳や証書、納付書に記載されてい
る基礎年金番号が必要です。

●問  合  せ
　ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル
　☎0570-058-555（ナビダイヤル）

平成29年度保育施設１次募集の締切と
２次募集について

福祉課（☎33-5618）・市来庁舎市民課（☎21-5117）

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

「認知症サポーター養成講座」開催
地域包括支援センター（☎21-5172）

11月以降の特定健診について
健康増進課（☎33-5613）

   ねんきんネット 検 索
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● eLTAX（エルタックス）とは
　 　インターネットを利用して地方税の申告など

を電子的に行うシステムのことで、本市でも利
用できます。

● eLTAX の特徴
　・ 窓口へ行く必要がなく、オフィスや自宅から

インターネットで申告できます。
　・ eLTAX に参加している複数の地方公共団体へ

の申告がまとめてできます。
　・市販の税務・会計ソフトに対応しています。
　・ 自動入力や自動計算など、申告書作成支援機

能があります。
●利用できる税目
　・個人市県民税（給与支払報告書等）
　・法人市民税
　・固定資産税（償却資産）
　 　詳しくは市ホームページまたは eLTAX ホーム

ページ（http://www.eltax.jp）をご覧ください。

　12月４日から10日までは「人権週間」です。
　人権週間は、昭和23年12月10日の国連総会にお
いて「世界人権宣言」が採択されたことを記念して
定められました。
　期間中、テレビ、ラジオによる啓発放送が流れ、
鹿児島市の山形屋では人権に関するポスターコン
クール入賞作品展が開催されるなど、様々な啓発
活動が各地で行われます。この機会に、皆さんも
身近なところから人権について考えてみませんか。
　また、各市町村に法務大臣から委嘱された人権
擁護委員が、様々な人権に関する相談に応じてい
ます。なお、当市では次の方々が人権擁護委員と
して活動しています。
 いちき串木野市人権擁護委員
　串木野地域　・井之上洋一　　・久木野澄隆
　　　　　　　・福永　礼子　　・臼井　京子
　市 来 地 域　・濵田　米夫　　・下池　明
●特設人権相談所開設
　 　家族間のトラブル、財産・相続、差別、いじ

めなどの問題でお困りの方は、お気軽にご相談
ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。

●法務局の相談窓口
　鹿児島地方法務局人権擁護課　☎099-259-0684
　鹿児島地方法務局川内支局　　☎0996-22-2300

●日　　時　12月13日（火）　13:00～16:00
●場　　所　市役所市来庁舎
●相談内容　 日常生活での悩み事やトラブルなど

何でも構いません。
●申込方法　 鹿児島県弁護士会に電話で予約して

ください。
●申込・問合せ
　鹿児島県弁護士会　☎099-226-3765
　受付時間　9:00～12:00、13:00～17:00

　軽自動車税は、毎年度、4月1日現在の所有（使用）
者に課税されます。
　なお、軽自動車などの所有（使用）者となった日か
ら、所有（使用）者は、15日以内に登録手続きをする
必要があるほか、廃車・譲渡時や転入・転出など
で住所を変更した場合も手続きが必要になります。
　これは農耕用小型特殊自動車も同じです。登録
をしていない場合はすみやかに申告してください。
※ 平成29年４月１日までに廃車届出のない場合は、

引き続き平成29年度も軽自動車税が課税されま
す。

●原付（125cc 以下）・小型特殊自動車
　・窓口　串木野庁舎税務課　☎33-5616
　　　　　市来庁舎市民課　　☎21-5116
　・手続きに必要な物

　　※ 原付の転出に伴う廃車の手続きについては、
転出先の自治体でも可能です。

●上記以外の軽自動車等
　 ㈳全国軽自動車協会連合会鹿児島事務所へお問

い合わせください。　☎099-261-4011

税の申告には
eLTAX（エルタックス）をご利用ください

税務課（☎33-5616）

｢第68回人権週間｣と「特設人権相談所開設」
市民課（☎33-5612）・市来庁舎市民課（☎21-5114）

●日　　時　12月５日（月）10:00～15:00
●場　　所　中央公民館
●日　　時　12月９日（金）10:00～15:00
●場　　所　市来高齢者福祉センター

鹿児島県弁護士会による『巡回無料法律相談会』
総務課（☎33-5626）

軽自動車や農耕用小型特殊自動車等の適切な申告を
税務課（☎33-5616）

事　　由 申告の
種類 必要なもの

・車両購入時
・本市に転入時

新規
登録

・ 車名、車体番号等が
明記してあるもの

・印鑑
・ 車両を譲り受

けたとき
名義
変更

・ 新旧それぞれの所有
者の印鑑

・ 標識番号を変
えない車両入
れ替え

車体
変更

・ 車名、車体番号等が
明記してあるもの

・印鑑

・車両処分時
・他市へ転出時 廃車

・ 車名、車体番号等が
明記してあるもの

・ナンバープレート
・印鑑
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　マイナンバーカード（個人番号カード）の交付申
請をし、平日に受け取りに来られない方のため、月
１回日曜窓口を開設します。なお、申請した方に
は受け取りの案内はがきを送っています。
●日曜窓口開設日
　11/27、12/11、1/29、2/26の9:00～16:30
　※ 当初12月25日に予定していた開設日は、12月

11日に変更になりました。
　※ 開設日はマイナンバーカード受取以外の手続

きはできません。
●受取場所　串木野庁舎のみ
　※ 市来庁舎で受け取るよう指定されている方もこ

の日は串木野庁舎で受け取ることができます。
●受取方法
　次のものを持参し、本人が受け取ってください。
　① 案内ハガキ（個人番号交付・電子証明書発行通

知書兼照会書）
　②通知カード
　③住民基本台帳カード（持っている場合）
　④ 本人確認書類（運転免許証・パスポートなど顔

写真付のもの）
　※ ④について詳しくは通知カードと一緒に同封

されていた説明用パンフレットをご覧いただ
くか、市民課にお問い合わせください。

　　市では、ふるさと納税の寄附者に対する「返礼
品」を随時募集しています。
　自社製品を「返礼品」として希望する事業所は食
のまち推進課までお問い合わせください。
　なお、「返礼品」に協力できる事業所は、次の要件
をすべて満たす必要があります。
●ふるさと納税「返礼品」協力事業所の要件
　・ 本社（本店）、支社（支店）、営業所等のいずれか

を市内に有する法人や個人事業所であること。
　・代表者等の市税の滞納がないこと。
　・代表者等が、暴力団の構成員等でないこと。
　 　ただし、要件に適合しても、市が適当でない

と認めた場合は、協力をお断りする場合があり
ます。

　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、市来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、下記の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　12月７日（水）　8:30～11:00
●回収場所　さつま日置農協北中部営農センター
●処理経費　処理単価　30円／㎏程度
　　　　　　（農協口座で引き落とされます）
●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。
　・ 排出ビニール以外の異物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

面の携帯が必要です。
●問  合  せ
　・さつま日置農協市来支所経済課　☎36-2311
　・市役所農政課農林係

　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、農業用不用農薬の回収を行います。
　農業者の皆様は、次の注意事項を守り、回収に
ご協力ください。
●回  収  日　12月６日（火）
●場　　所
　さつま日置農協串木野支所　9:00～9:30
　さつま日置農協市来支所　　10:00～10:30
●処理経費　300円／㎏～
　　　　　　（全額自己負担で当日現金払いです）
●持参するもの　印鑑、現金
●注意事項
　 ・ 運搬の際は「産業廃棄物運搬車両」の表示と書

面の携帯が必要です。
●問  合  せ
　・さつま日置農協串木野支所経済課　☎32-3265
　・さつま日置農協市来支所経済課　　☎36-2311

ふるさと納税「返礼品」協力事業所の募集
食のまち推進課（☎33-5621）

マイナンバーカードは日曜日も受け取れます
市民課（☎33-5611）・市来庁舎市民課（☎21-5114）

農業用不用農薬の回収（市来・串木野地域）
農政課（☎33-5635）

農業用廃プラスチック類の回収（市来地域）
農政課（☎33-5635）

〜マイナンバーカードを取得しましょう〜
　今後、マイナンバーの必要な機会が増える
ことが予想されます。まだ、マイナンバーカー
ドの申請をしていない方は、ぜひ手続きをお
願いします。１枚で本人確認までできるマイ
ナンバーカードは便利です。
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　かごしま検定の問題は、かごしま検定公式テキ
ストブックを中心に、鹿児島の自然、歴史、文化、
地域の特徴、政治 ･ 経済 ･ 産業の分野から出題さ
れます。
●試  験  日　平成29年２月５日（日）
●試験会場　いちき串木野市他県内９商工会議所
　①マスター試験（標準クラス）
　　試験時間　10:00～（制限時間60分）
　　受験資格　特になし
　　選択式50問（100点満点中70点以上で合格）
　②シニアマスター試験（上位クラス）
　　試験時間　13:30～（制限時間60分）
　　受験資格　かごしまマスター試験の合格者
　　選択式50問（100点満点中80点以上で合格）
　③グランドマスター試験（最上位クラス）
　　試験時間　10:00～（制限時間120分）
　　受験資格　 かごしまシニアマスター試験の合

格者
　　小論文方式５問（100点満点中80点以上で合格）
　　試験会場　鹿児島商工会議所のみ
●受  験  料　①②・・・3,240円（税込）
　　　　　　③・・・・4,320円（税込）
●申込期間　12月１日（木）～平成29年１月10日（火）
●問  合  せ　いちき串木野商工会議所　☎32-2049

　基調講演や、まちづくりに関して市民を対象に
した意識調査結果をもとに、パネルディスカッショ
ンが行われます。
　入場料は無料で、事前申込も不要です。ぜひお
気軽にお越しください。
●日　　時　12月10日（土）　開場12:30
　　　　　　13:00～15:30
●場　　所　いちき串木野市総合体育館
●内　　容　総合司会 : 藤田可菜（モデル）
　　　　　　・第１部　基調講演
　　　　　　　奥田浩美氏（株式会社　たからのやま）
　　　　　　・第２部　パネルディスカッション
●問  合  せ　串木野青年会議所
　　　　　　☎32-1315（月・水・金　9:00～16:00）

　羽島青年学級が主催する文化祭です。皆様のご
来場をお待ちしています。
●日　　時　12月４日（日）13:30～
●場　　所　羽島中学校体育館
●入  場  料　無料
●出演演目（予定）　羽島青年学級（演劇）
　　　　　　　　　羽島保育園（マーチング）
　　　　　　　　　羽島小学校（演劇）
　　　　　　　　　羽島中学校（英語暗唱、弁論）
　　　　　　　　　婦人会（踊り）　等

　ストーブの燃料などとして使用する灯油や、草払機用混合油等の危険物は、
その取扱いや保管方法を誤ると火災や事故につながります。次のことに注意
して正しく取扱いましょう。
◆火気厳禁
　 火気の近くで灯油やガソリンを使ったり保管することは絶対にやめてくだ

さい。
◆ストーブ給油（補給）時の注意
　・灯油かどうか確認します。ガソリンは厳禁です。
　・点火したままの給油は厳禁です。
◆容器と油種に注意
　・ 灯油ポリタンクに、ガソリ

ン、混合油及び軽油を入れ
ると、ポリタンクが侵され
て変形し、中身が漏れるこ
とがあります。

　・ ガソリン、混合油及び軽油
を保管する場合、専用の金属缶で保管してください。

　・ 灯油ポリタンクは、『推奨・認定マーク』が付いているものを使用してく
ださい。

「かごしま検定」開催
観光交流課（☎33-5640）

公益社団法人　串木野青年会議所
創立40周年記念シンポジウムの開催

政策課（☎33-5634）

第33回　羽島青年文化祭
社会教育課（☎21-5128）

灯油等の取扱いや保管にご注意を
消防本部（☎32-0119）
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●日　　時　12月18日（日）　9:00開会式
●場　　所　串木野新港周辺及び荒川方面
●種　　目　 小学生：1.5㎞　中学生：３㎞
　　　　　　高校・一般：３㎞・10㎞
　　　　　　※ 10㎞は男子のみで南日本通信10㎞

ロードレース日置地区大会を兼ね
ています。

●参  加  料　１人300円
●申込期限　12月６日（火）まで
●申込・問合せ　いちき串木野市陸上競技協会
　　　　　　松比良（都市計画課）　☎21-5153
　　　　　　森園（税務課）　☎33-5617
※10㎞は荒川方面がコースになります。
　 ご迷惑をかけますが、ご協力をお願いします。

　11月27日、宝山ホールにて県文化協会が主催す
る「県民文化フェスタ」が開催されます。本市の文
化協会からは唯一、日高千代子バレエスタジオの
みなさんがクラシックバレエ部門に出演します。
　演目は「シンデレラ・
四季の泉」です。
　ぜひ、ご覧ください。

　冬休みの思い出に、来年の干支の「とり」を板ガ
ラスやミルフィオリ（千の花）を使って形作り、す
てきな飾り物を作りましょう。
●日　　時　12月17日（土）　10:00～11:30
●場　　所　中央公民館１階調理室
●対　　象　市内の小・中学生とその家族
　　　　　　（高学年以上は子どものみの参加もできます）
●定　　員　10組
●受  講  料　 無 料（材 料 代 は 自 己 負 担 １ セ ッ ト

1,500円）
●申  込  み　 社会教育課、中央公民館、いちきアク

アホールにある申込書に記入し、備
え付けのポストに投函、または電話・
FAX で氏名・住所・電話番号・年齢な
どをお知らせください。（FAX 36-5044）

●締　　切　12月５日（月）
※定員を超えた場合は抽選となります。
※申込者が少ないと開講しない場合があります。
※申込結果は全員に通知します。

　クリスマスにちなんだ絵本の読み聞かせ会です。
一足早いクリスマスを一緒に楽しみましょう。
●日　　時　12月４日（日）　14:00～15:30
●場　　所　いちき串木野市
　　　　　　中央公民館２階和室

　居住地・勤務地（本市内・市外）を問わず、どなたでも受講できます。定員になり次第締め切ります。
●場　　所　総合観光案内所研修室
●講　　座

●予約・問合せ　いちき串木野市総合観光案内所　☎32-5256　 http://ichiki-kushikino.com/

第11回いちき串木野市ロードレース大会開催
市民スポーツ課（☎21-5129）

県民文化フェスタ　日高バレエ出演
社会教育課（☎21-5113）

「冬休み花ガラス教室」受講生募集
社会教育課（☎21-5128）

クリスマススペシャルおはなし会
市立図書館（☎33-5655）

総合観光案内所　12月体験講座　募集
観光交流課（☎33-5640）

講　座 日　時 対象・定員 内　容 参加料
（材料代） 申込期限

①蒟蒻のすゝめ
【調理体験】

12/4（日）
10:00～13:00

18歳以上
12名

地元老舗のこんにゃく屋さんに
よるヘルシーなこんにゃくづく
しのレシピを伝授。

1,000円 11/26
（土）

②おもてなし
パーティ料理
【調理体験】

12/11（日）
10:00～13:00

18歳以上
15名

クリスマスやお正月向けに家庭
で活かせるメニューに挑戦。 1,400円 12/2

（金）

③ろうびきペーパー
クラフト体験（B）

【工作体験】
12/17（土）
13:30～15:30

小学生以上
20名

ろうびきペーパーでプレゼント
ボックス作り（箱２個製作）。 500円 12/9

（金）

④切り絵師に学ぶ
【切り絵体験】

平日の２時間
＊事前に調整 ６名 はがきサイズの作品作り。 3,000円 通年
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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』を希望する方は社会福祉協議会に予
約してください。（定員６名）

　その他の相談は、当日会場で受け付けます。
●申込・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、11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。

税金で　私たちの未来　照らしてる
（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（10月届出分）

市県民税　　　　第 3期
固定資産税　　　第 3期 11月30日（水）

相 談 場 所
及　び

相 談 時 間
相談種別

相　談　日

相談員２日 ９日 16日 22日

金 金 金 木

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

６日 13日 20日 −
心配ごと
相 談 員

火 火 火 −

○ ○ ○ −

12月の移動図書館車巡回日程
市立図書館（☎33-5655）

12月の心配ごと相談
社会福祉協議会（☎32-3183）

11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 11月29日
（火） ９コース 8日（木）

2コース 11月30日
（水） 10コース 13日（火）

3コース 1日（木） 11コース 14日（水）

4コース 2日（金） 12コース 15日（木）

5コース 2日（金） 13コース 20日（火）

6コース 7日（水） 14コース 21日（水）

7コース 9日（金） 15コース 22日（木）

8コース 19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

飯牟礼　フミ子 83 金　山 飯牟礼　　　豊
庄　内　ツ　ヤ 88 石川山 庄　内　一　幸
榎　元　惠美子 83 酔之尾 榎　元　葊　光
勝　山　祥二郎 72 大原南 勝　山　千夜香
山　下　彰　滿 83 酔之尾 山　下　シゲ子
久　留　百合子 85 佐保井 久　留　　　進
武　田　ニワ子 91 天神町 古　市　次　子
中　島　政　子 85 野　元 中　島　　　巌
池　水　節　子 76 新　潟 池　水　鷹　男
立　野　正　子 62 麓 立　野　博　文
丸　田　ヨシヱ 89 金山下 丸　田　孝　則
中　村　ヒデ子 82 舟川前 中　村　純　忠
米　園　ヒフミ 90 中　原 米　園　千　明
俣　木　サ　ヨ 101 日出町 堀　切　マサ子
佐　藤　ヱ　ミ 98 薩摩山 佐　藤　辰　夫
旭　　　幸　子 84 平江 旭　　　光　國
江　夏　ミ　キ 90 木　場 江　夏　則　次
中　尾　義　夫 90 木　屋 中　尾　義　信
通　山　ヨシ子 72 木　屋 通　山　　　裕
西　峯　キ　ミ 95 高見町 西　峯　　　登
潟　野　己代志 98 西浜町 潟　野　哲　也
中　山　直　吉 84 島平上 中　山　米　子
川　畑　カ　子 93 平ノ木場 川　畑　　　司
味　園　満　夫 90 御倉町 味　園　友　志
横　須　靜　子 94 横　須 横　須　利　雄
平　石　ミヤ子 87 浜　東 平　石　克　幸
新　村　義　春 91 光瀬浦 新　村　健　一
西中間　和歌子 91 陣ヶ迫 時　吉　敏　子
冨　田　　　進 81 西島平町 冨　田　純　夫
井之上　ト　ミ 85 久木野 井之上　和　人
竹之内　ま　み 50 中　向 竹之内　　　勉
鈴　木　泰　男 91 西塩田町 鈴　木　和　子
勝　田　フ　ヂ 93 曙　町 勝　田　正　己
西別府　フ　ミ 102 別　府 西別府　勇　己
平　石　雄　大 46 浜　西 平　石　加代子



9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、または住所で掲載しています。

飛翔
表紙の女性は“モデル幸

さち

”。テレビや雑誌でご活躍中です。この写真は市のフォトコンテ
ストの一環として写真教室を10月に開いたとき撮影しました。モデルさんが空にはばた
く感じが、いちき串木野電力の今後の飛躍にぴったり！ということで、表紙に使わせて
いただきました。

今月のカバー

吉村　俊
とし
輝
き
くん

（別府）

生まれてきてくれてありがとう。これか
ら笑いのたえない家族になろうね。

父 : 大輔さん・母 : 美和さん

橋口　侑
ゆ
奈
な
ちゃん

（駅前）

いつも笑顔で元気に育ってね
父 : 裕佑さん・母 : 直子さん

久木野　綺
あや
士
と
くん

（恵比須町）

お姉ちゃんお兄ちゃんと
仲良く元気に育ってね

父 : 和さん・母 : 梢さん

久木野　風
ふう
香
か
ちゃん

（酔之尾）

思いやりのある優しい女の子に
育ってね♡

父 : 敬さん・母 : 真樹子さん

加治屋　晴
はる
ちゃん

（北浜町）

元気にすくすく育ってね！
父 : 俊さん・母 : 実咲さん

船蔵　朱
しゅ
里
り
ちゃん

（春日町）

元気に大きく育ってね !!
いっぱい思い出作ろうね !!

父 : 亨太さん・母 : 志保さん

前　美
み
碧
あ
ちゃん

（門前）

お兄ちゃん達と仲良く、優しい子
に育ってね

父 : 裕大さん・母 : 育美さん

木ノ下　萱
まさ
央
ひろ
くん

（大六野）

元気ですくすく大きくなーれ♡
父 : 智久さん・母 : 忍さん

平原　湊
みな
人
と
くん

（浜西）

生まれてきてくれてありがとう。
お姉ちゃんと仲良くね！

父 : 直人さん・母 : 詩織さん

鯖江　楓
ふう
真
ま
くん

（ひばりが丘）

我が家のアイドル楓真♡
産まれてきてくれてありがとう♡

父 : 衆真さん・母 : 絵里佳さん

中夷　優
ゆう
護
ご
くん

（平向）

産まれてきてくれてありがとう♡
元気に育ってね

父 : 純也さん・母 : 春美さん

米田　紡
つぐ
海
み
くん

（浜ヶ城）

まいにち　たのしく　
すごそうね。

父 : 憲史さん・母 : 真知さん
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