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　いちき串木野には３つの高校
があるのを知っていますか。
　県立高校の串木野高校と市来
農芸高校。私立高校の神村学園
高等部。
　どの学校も特色があって、そ
こに通う生徒たちは様々な学習
や活動に取り組んでいます。
　そこで、今回、それぞれの高
校の先輩たちが、学校を紹介し
てくれることになりました。先
輩たちの生の声を聞くと楽しい
高校生活が待っているのがよく
分かり、地元の高校ならではの
良さが見えてきます。
　さぁ、次のページから始まる
いちき串木野の高校を見に行き
ましょう！

　串木野高校・市来農芸高校・神村学園高等部
の生徒のみなさんの頑張りや活躍、地域の活動
に積極的に参加する姿に、市民は元気と勇気を
与えてもらっています。
　市では、そうした頑張る高校生を応援するた
め、支援制度を用意しています。

■支援内容■
　串木野高校のみ
　　・国公立大学入学金補助金（入学金実費）
　　・高校入学準備金補助金（1人5万円）
　　・部活動応援補助金（1人年間1万円）
　　・通学費支援補助金（4km以上年１万円～）
　　　など
　市来農芸高校のみ（H29年度予定）
　　・寮費補助金
　　・地域活動支援補助金
　３校とも
　　・市奨学金制度
　　・九州大会・全国大会出場補助金

■詳しくは教育委員会にお問い合わせください
　☎教育委員会総務課　21-5126

中学生の皆さんへ 市民も応援しています！
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県立串木野高等学校
〒896-0024　いちき串木野市美住町６５番地　☎0996-32-2064
HP　http://www.edu.pref.kagoshima.jp/sh/kushikino/
　  　kushikino-sh@edu.pref.kagoshima.jp

いちき串木野
市で自分の夢

をかなえる

ここがイイね！私の学校

校長先生から　中学生のみんなへメッセージ

　入学してよかったことは、家から学校までの距
離が近いので自分の時間ができ、時間を有効に使
えることです。また、生徒数が少ないので、先生
方や先輩・後輩、同級生と深く関わることができ
ます。他にも、部活動や模試などに市から補助金
をいただけます。
　学校では自主性、行動力、創意工夫、仲間と協

力することの大切さ等、各教科の学習だけでなく、多くのことを学んでいます。
学校行事では、中学生の頃と違い、高校ではまずは自分たちで考えて行動し、
創り上げていかなければなりません。
　知ってほしいことは、生徒数が少ないからこそ皆が主役になれることです。
各教科分からないところはすぐに先生方に１対１で教えてもらえます。また、
１人１人の仕事や役割はたくさんありますが、活躍できる場面も多いです。
　他にも体育祭など学校行事を地域の方々が見に来たり、参加してくださっ
たりすることも嬉しいです。また、地域のボランティアに参加することで地
域の方々の温かさや、串木野高校を応援してくださっていることを知り、もっ
と地域の方々の役に立ち、学校や地域を盛り上げていけるよう頑張らないと
いけないなと思いました。

　串木野高校は、和やかで温かい学校です。先生一人あ
たりの生徒数は7名ちょっと。徹底した少人数教育が本
校の一番の特徴です。先生と生徒の距離が大変近い、アッ
トホームな雰囲気の高校です。生徒は皆のびのびと自分
の好きなことに取り組んでいます。もちろん、普通科高
校ですから、まずは勉強。進路目標実現に向けて、日々
頑張っています。
　また、文化系も含めた部活動に一所懸命に取り組んで

いる生徒もたくさんいます。体育祭や文化祭などの学校行事では全員が主役。
競技や演技の他、役員もこなさないといけないのです。だからこそ、楽しく
充実した体育祭・文化祭になります。
　地元「串高」で、充実した高校生活を送りましょう。

マグロフェスティバルボランティア

歩こう会

照島海岸清掃

学校データ
■学科　普通科
■生徒数　142名
■学校長　冨田逸郎
■ 学校方針　憲法、教育基本法、学校

教育法の精神にのっとり、生徒の個性
を啓発し人格の完成を目指し、国家社
会の繁栄と国際社会の進展に寄与す
る有為な人材を育成する。

■  進路（過去5年分主なもの）
　● 進学　東京学芸大、佐賀大、鹿児島大、

鹿児島国際大、鹿児島県立短大、鹿児
島女子短大、川内職業能力開発短大

　● 就職　いちき串木野市役所、警視庁、
自衛隊、日本郵便九州支社、さつま日
置農業協同組合

積極･好学・邁進
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県立市来農芸高等学校
〒899-2101　いちき串木野市湊町160番地　☎0996-36-2341
HP　 ichiki.edu.pref.kagoshima.jp
　  　ichiki-sh@edu.pref.kagoshima.jp

２１世紀は農
業の時代、時

代を切り開け至誠・自立･敬愛

ここがイイね！私の学校

校長先生から　中学生のみんなへメッセージ

　正直なところ、私は入学する時はあま
り乗り気ではありませんでした。それは、
本校の１年生は全員が寮生活を義務づけ
られているからです。この理由で本校へ

の入学をためらう人が多いと聞きます。私はこの嫌だった寮生活
に慣れていくにつれ、親への感謝を強く感じました。料理以外はすべて自分たちでやらなくてはならないの
で、周りの友人たちも実感したようでした。
　また、同じ釜の飯を食べた同学年の人たちとは、クラスの枠を越えて話のできる友人関係を築くことがで
きました。実習では牛や豚の世話をしたり野菜を育てたりする中で、生産者の苦労を知り、その思いを感じ
ながら生活するようになりました。また、自分もやればできるという自信をつけることもできました。
　いちき串木野市に住む私は、行事に熱心に関わる方たちを身近に見て、地元を思う熱い気持ちを感じてい
ます。学校の部活動のみんなと「虫追い踊り」に参加し、地元の方と踊らせてもらったことはとてもいい思い
出です。生徒も先生方も元気で頼もしい人ばかりです。　Come on ！ 市来農芸！

　市来農芸高等学校は、非農家出身の生徒が84％在籍
しています。本校での農業学習と地域の販売実習、農業
後継者育成対策協議会からの支援による先進農家や農大
視察等を経て、卒業時、農業関係に約４割が進学・就職
しています。これからもっと伸びてほしいと思います。
　卒業生のいろいろな職場での頑張りと本校での確かな
寮教育、実習をとおしての段取りや安全確保、体調管理
が身に付いており、求人票は生徒69名に対して940枚

届いています。短歌・俳句での入賞や部活動の実績も積み上げてきました。
　来年度は、県学校農業クラブ連盟の幹事校、再来年度は全国大会を鹿児島
県で開催します。チャレンジしてみませんか。ホームページをご覧ください。

農業高校の甲子園「九州学校農業クラブ大会」 県畜産共進会（最優秀賞） 寮での毎日の学習風景

学校データ
■ 学科　農業経営科、生物工学科、生活科
■生徒数　166名　  ■学校長　本村信一
■ 学校方針　グローバル化の進展や生

徒の実態をふまえ、農業教育を通じて、
地域社会や時代の要請に応えうる個
性的で創造性豊かな人材を育成する。

■  進路（過去5年分主なもの）
　● 進学　鹿児島大、東京農大、鹿児島純

心短大、鹿児島女子短大、鹿児島医療
技術専門学校、鹿児島情報専門学校、
鹿児島県立農業大学校

　● 就職　新日本科学、鹿児島森林組合、
北薩森林組合、JA さつま日置農協、岩
崎産業、イケダパン、
ジャパンファーム、
指宿白水館、サン
ロイヤルホテル、医
療法人誠心会など

3学年　奥鳳也君
フラワーデザイン
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神村学園高等部学校法人
神村学園

〒896-8686　いちき串木野市別府４４６０番地　☎0996-32-3232
HP　 http://www.kamimura.ac.jp
　　　angel@kamimura.ac.jp

実学による人
間性豊かな人

柄教育の実践やかぜ

ここがイイね！私の学校

校長先生から　中学生のみんなへメッセージ

　私は、専門性にあふれた様々
な学科・コースの中で、大学進
学を第一の目的とする、文理科
に在籍しています。

　入学してよかったことは、いくつもあります。例えば、
熱心な先生がとても多いということです。難関大の問題演
習では、分からない問題に対し、分かるまでとことん教え
てくださいます。このおかげで、入学当初と比べ、成績が上がってきました。
他学科の先生方も、受験前の面接や検定試験など熱心に指導されている光
景が見られます。
　通学距離がとても短いということで、他の高校の生徒に羨ましがられま
すが、部活動や夕補習後の時間を有効に活用できます。今後も積極的に利
用し、有意義なものにしていきたいです。
　また、野球・ソフトボール・サッカーなど全国でも通用する部が数多く
あるため、県大会決勝の全校応援は、みんなで感動を共有することができ
ます。甲子園の応援は、ぜひ参加をしたいです。
　この豊かな自然に囲まれた落ち着いた学園の中で、大事な高校生活を共
に充実させませんか。皆さんとの出会いを楽しみにしています。

　神村学園は串木野で創設、昨年創立60周年を迎え、
男女共学の資格取得を目指す科から国公立難関大学を目
指す科まで幅広く学べ、国際交流も盛んでグローバルな
学園です。建学の精神に『実学による人間性豊かな人柄
教育を行う』を掲げ、人柄教育と個性教育を重視した教
育を行っています。部活動も
盛んで全国制覇３回のソフト
ボール部をはじめ、多くの部

活動があり、部活動も大変盛んです。
　教室外での学びも大切にし、学校行事を通して
多くの感動を味わえる取組みも行い、生徒は生き
生きして生活しています。
　皆さんもぜひ神村学園で学んでみませんか。

学校データ
■ 学科　文理科（特別進学コース・文理コース）

普通科（英語国際コース・特別能力コース）
調理科（調理コース・パティシエコース）
看護学科　保育科

■生徒数　1158名
■学校長　神村裕之
■ 学校方針　≪建学の精神≫実学によ

る人間性豊かな人柄教育を行う
■  進路（過去5年分主なもの）
　● 進学　東京大、大阪大、九州大、熊本大、

鹿児島大、早稲田大、慶應大、京都外大、
ブリティッシュ・コロンビア大、鹿児島国
際大、鹿児島県立短大、鹿児島純心短大、
鹿児島女子短大など

　● 就職　鹿児島県警、
自衛隊、城山観光ホ
テル、モンシェリー
松下など

1学年　赤﨑優太さん

戴帽式

文理科の授業風景

保育科実習



　保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを支え
る活動をしています。保護司として22年間活動を続
けている濵田廣子さん（昭和通）が11月に藍綬褒章
を受章しました。
　濵田さんは、保護司として関わる少年たちが希望
や自信が持てるように、良いところを見つけ、褒め
るように心がけてきました。また、無職が犯罪の原
因になるとの思いから就職の世話もしてきていま
す。
　濵田さんの穏やかな語り口と気持ちに優しく寄り
添う姿勢に少年たちも心を開くのか、濵田さんの手
を離れてからも連絡をくれたり、お土産を手に訪ね
てくる人たちもいるとのことです。
　濵田さんが関わった少年たち「全てが上手く更生
していったわけではない」とのことですが、活動を
続け、少年たちが少しづつ変わっていくのを見て、
ともに感動し、喜びをわかちあったりしてきたそう
です。そのため保護司としての活動が「苦になるこ
とはなかった。自身も勉強させてもらえた」と、こ
の22年間を謙虚に振り返りました。
　受章おめでとうございます。

　11月10日、鹿児島県統計大会にて、「統計調査功
績者」総務大臣表彰を、濵田米夫さん（戸崎）、前薗
久子さん（汐見町）が受賞しました。
　お二人は、昨年実施された国勢調査の円滑な調査
実施に努力され、また統計行政の発展・向上に大き
く貢献したのが評価されたものです。受賞おめでと
うございます。
　統計調査は統計調査員の方々の地道な調査活動に
よって支えられています。今後とも統計調査に市民
の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

　10月28日、シーサイドガーデンさのさで、「一人
だけの金婚を祝い励ます会及び在宅福祉アドバイ
ザー（ともしびグループ活動推進員）の集い」が開催
されました。
　会は市地域女性団体連絡協議会が開催したもの
で、高齢者宅へ訪問活動を続けているともしびグ
ループ活動推進員をはじめ、各団体の会員など約
150人が参加し、歌や踊りで一人金婚者25名を祝い
励ましました。

保護司22年　藍綬褒章　濵田廣子さん

総務大臣表彰受賞

一人だけの金婚を祝い励ます会
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　11月９日、ゴルフ大会で優勝した神村学園高等部１年の上村竜
太さんと、同じく１年の皆吉愛寿香さんの優勝報告会が同校で行
われ、特別能力コースの生徒など約230名が二人の優勝を祝いま
した。
　上村さんは10月に開催された南日本ゴルフ選手権で２連覇、皆
吉さんは南日本女子ゴルフ選手権で初優勝を飾りました。この優
勝により、上村さんは県代表として全国都道府県対抗アマチュ
ア選手権大会、皆吉さんは女子プロゴルフツアー、「T ポイントレ
ディース」への出場権を獲得しました。
　神村裕之校長は「高校生が、経験が必要とされるスポーツで、一
般参加者を迎え優勝できたことは素晴らしい。高校生プロになっ

て欲しい」と激励すると、上村さんは「先生方の協力と友達の応援があったからここまで来れた。プロを目
標に頑張っていきたい」と話し、皆吉さんは「来年も優勝できるように勉強と両立しながら頑張っていきた
い」と応えました。
　プロゴルファーが誕生するのが楽しみです。優勝おめでとうございます。

　県産の食材を使った高校生の「地産地消・商品開発コンテスト」
で、串木野高校の生徒が開発した「KARAPON」が、応募のあっ
た29作品から最優秀賞に選ばれました。現在コンビニエンスス
トアが商品化を検討しています。
　開発したのは同校の２年生、家庭クラブの川口美佳さん達４
名です。学校で取ったアンケートからヒントを得て、サツマイ
モとポンカンのピューレを使ったスイーツの試作を繰り返し、
苦労の末完成させました。食べると、なめらかな舌触り、しっ
とり感、ポンカンの香りが余韻をひくのが特長で、審査ではそ
のかわいい形も評価されました。
　メンバーの一人中薗彩花さんは「食べた人が笑顔になってくれ

れば一番うれしい」と作る喜びを話しました。
　11月22日にはコンビニエンスストア商品開発の担当者が同校を訪れて「KARAPON」を試食し、味を確認
したほか、材料や作り方などを川口さん達に確認しました。
　皆が笑顔になるスイーツ早く食べてみたいですね。

串高生スイーツ「Ｋ
カ

ＡＲ
ラ

ＡＰ
ポ

ＯＮ
ン

」コンビニスイーツに向けて準備中

未来のプロゴルファーの快挙を祝う

　11月11日市来農芸高校で、生徒が実習で育てた花の苗や野菜、
肉、加工品などが一般に販売される生産物即売会が開催されま
した。
　会場には開始１時間で1000人を越える来場があり、どのコー
ナーも買い求める多くの人で賑わいました。朝採れのキャベツ
など新鮮で立派な野菜が並んだコーナーには、販売開始前から
買い求める人の長い列ができ、わずか40分で完売しました。
　野菜を今年初めて種まき作業から育てた1年生の來

きたる

亜弥香さん
や中野莉穂さん達は、育てた野菜が飛ぶように売れていくのを
目の前にして、「これだけたくさんのお客がきてくれるなんて先
輩たちが作ってきた伝統はすごい」と驚き、「包装や接客が勉強に
なる」と初めての経験に得るものは大きかったようです。
　他にも会場では生徒達が車を誘導したり、買い物客の荷物を運ぶのを手伝う姿も見られ、来場者へのお
もてなしが感じられました。

市来農芸高校　生産物販売賑わう
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　中央仮設グループの会長を務める濵崎一郎さんか
ら、イヌマキ（ヒトツバ）の木26本を市に寄贈いた
だきました。濵崎さんは市の観光大使も務めており、

「育ったふるさとに感謝している。地元の方に見て
いただければ嬉しい」と話しました。
　今回寄贈いただいた木は、総合運動公園内に植え
られ、高さ３メートルはあろうかという立派な姿が
運動公園の利用者の目を楽しませています。
　ありがとうございました。

　薩摩金山蔵で、第71回南日本美術展選抜巡回展が
開催されています。会場には、入賞作品から選抜さ
れた作品と、同美術展に応募した市民３名の作品を
あわせた26作品が展示されています。
　一つ一つの作品は畳1畳ほどもある大きなものが
ほとんどで、絵画のほか立体作品などもあり見てい
て迫力があります。
　会場を訪れた男性は「見ていて魂を込めて作って
いるのが伝わってきます。子どもにも見せたい」と
じっくりと作品を鑑賞していました。
　この選抜巡回展は濵田酒造グループが特別協賛に
入っていることから開催されているもので、12月25
日（日）まで薩摩金山蔵で開催されています。入場は
無料です。
●薩摩金山蔵　10:00～17:00（火曜定休）
　☎21-2110

　地元特産品「ちりめん」を小中学校の児童生徒の給
食に使ってほしいと、鹿児島県機船船曳網漁業者協
議会からちりめん６㎏が提供され、11月16日、同協
議会の大久保匡敏会長と市来町漁業協同組合の内匠
啓一参事が教育長を訪れ手渡しました。
　協議会では、子ども達に市の特産品「ちりめん・
しらす」に親しんでもらえたらと、串木野地域と市
来地域に交互に毎年提供を続けています。
　提供していただいた「ちりめん」は、市来地域の幼
稚園、小・中学校の11月18日の給食で、のりにご
飯とちりめんみそを巻いて食べる「セルフ巻き」にし
て、おいしくいただきました。
　ご提供ありがとうございました。

　10月29日に農家と袴田子供会が共同で唐船塚北
側付近の伊倉ケ迫地区の農道に菜の花の種をまきま
した。
　これは、伊倉ケ迫環境保全会（いちき串木野市広域
協定運営委員会）が、農業の多面的機能支払交付金事
業を活用して、農地保全の協定区域内の農道に、農
村環境保全の一環として開催したもので、平成19年
の事業開始当初から続けられています。
　３月には、伊倉ケ迫地区に満開の菜の花ロードを
見ることができます。

ふるさとに感謝 イヌマキ贈る

渾身の作品並ぶ南美展

学校給食に「ちりめん」を提供

菜の花ロード作ろう
子ども達と一緒に農村環境保全
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　11月25日、照島海岸で照島小学校の持久走大会
があり、児童は駆け付けた親や祖父母の声援を受け
ながら、砂浜を力いっぱい走りました。
　コースは１年から６年までの児童が学年に応じて
500ｍから1600ｍまでの距離を走ります。砂浜だ
けにコース取りによっては走るのに力がいるところ
もあります。
　６年男子で１位だった中島大誠君は、「普通のとこ
ろを走るよりきつかった。いい思い出になる」と小
学校最後の持久走大会を終え、嬉しそうに砂浜の持
久走大会を振り返りました。

　11月23日かんむりだけ山市物産展が開催されま
した。天候にも恵まれ、4万人が会場となった冠岳花
川砂防公園を訪れました。この日は、冠嶽神社の秋
季例大祭と冠嶽山柴燈護摩実行委員会が行う柴燈護
摩供養も同時に行われ、柴燈護摩供養では、会場か
ら見える仙人岩の上で護摩をたき、地域の安寧や五
穀豊穣を祈願していました。

　11月18日、地元に金山があるさつま町や南九州
市など県内４市町の自治体職員や観光ガイド、研究
者など30名が参加し鉱山遺跡の活用を検討する「第
1回鹿児島県金山交流会」をいちきアクアホールで開
催しました。
　会では、基調講演と、各地の取組事例や研究発表
のあと、金山を活かした地域活性化の方策や、遺構
を文化財として保護する具体策など、それぞれの取
り組みの中で疑問に思うことや苦労している点など
について活発な意見が交わされました。
　この交流会は来年以降も持ち回りで開催される予
定です。

田中星児さん観光大使に
　毎年かんむりだけ山市物産展に出
演している歌手の田中星児さんが引
き続き市の観光大使を引き受けてく
ださいました。どうかよろしくお願
いいたします。

かんむりだけ山市物産展

砂浜を駆ける持久走大会 金山のまち同志連携して盛り上げよう

地域のために続ける寄付
　護摩供養では、来場者が1枚300円の木札に願い
を書き、それも一緒に燃やして祈願します。冠嶽山
柴燈護摩実行委員会は「地域の行事だから」と護摩供
養が始まった昭和59年から、売上の全額を地域や社
会福祉協議会に寄付してきており、今年は「地域の
自然環境整備のために使ってほしい」と市にも寄付
くださいました。ありがとうございます。
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　11月26日、羽島で、薩摩スチューデン
トの一人で、カリフォルニアのブドウ王と
呼ばれた「長沢鼎」を楽しく学び、カリフォ
ルニアの料理を楽しむイベントが開催され
ました。
　参加者は薩摩藩英国留学生記念館で同館
のガイドから長沢の功績を学んだのち、長
沢が13歳で羽島から旅たったことから食
事の会場となった羽島中学校に移動。そこ
では、雑誌編集者の岡本仁さんが自身の取
材を通して知った、長沢と今日の料理の不
思議なつながりを話し、参加者は耳を傾け
ました。
　その後、花や照明で飾られ、オシャレな
空間に変身した美術室では、カリフォルニ
アのバークレー『シェ・パニース』の元総料
理長ジェローム・ワーグ氏と原川慎一郎氏
の両シェフが提供する料理が参加者を迎え
ました。スコットランドやアメリカなど、
長沢の旅路にゆかりのあるメニューと長沢
が遺したカリフォルニアワインに参加者は
舌鼓を打ち、長沢が日米の今に何を遺し、
何を伝えてたのかを学ぶ一日を満喫しまし
た。
①用意されたカリフォルニアワイン
②④記念館で参加者に振る舞われた焼酎カクテルと県産食材を使った前
菜
③料理に腕を振るったジェローム氏（右）と原川氏（左）
⑤会場となった美術室
⑥岡元 仁さん「BRUTUS」「僕の鹿児島案内」などの編集に携わた編集者

　11月5日、薩長同盟
150周年と平成30年の
NHK 大河ドラマ「西郷
どん」放映決定を記念
したパレードが鹿児島
市で行われ、宣伝隊が
西郷隆盛と同世代を生

きた薩摩藩英国留学生の PR を行いました。
　宣伝隊には神村学園吹奏楽部や県・経済団体・
観光団体等が参加し、鹿児島中央公園の西郷銅像
前から維新ふるさと館までの2.5キロを練歩き、
明治維新150周年への機運を盛り上げました。

　11月27日12万人を達
成しました。12万人目と
なったのは、熊本県あさ
ぎり町からお越しの福山
美止さんでした。

無料の館内ガイドをご利用ください。

長沢鼎をまなぶ素敵な一日
Satsuma Students Dinner Via California －長沢鼎にまなぶ－

薩長同盟150周年記念パレード薩摩藩英国留学生記念館
特別企画展　開催中

記念館12万人突破

①

②

⑤

③

⑥

④
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元気いきいきフェスタ2016（保健福祉大会）

　11月27日、串木野新港周回コースで、第11回市
地区対抗駅伝競走大会が開催され、参加した選手た
ちが、雨の中一本のタスキを懸命につなぎました。
　15チーム、12区間で競われた今大会は、生福地区
が優勝を飾り、準優勝羽島地区、３位湊地区の順で
した。前回のタイムを最も短縮した躍進賞は、野平
地区でした。
●区間賞（敬称略）
　　　区  間　　　　氏　　名　　   タイム
１区（中学男子）   石野　佑貴（川南） 4’55
２区（小学男子）   木場　海斗（上名） 3’27
３区（一般男子）   吉村　健人（照島） 4’49（区間タイ）
４区（一般女子）   松﨑　歩惟（湊）　 3’20
５区（中学男子）   鬼塚　春輝（荒川） 5’03（区間新）
６区（小学女子）   坂元　茉歩（中央） 3’23
７区（10歳代）   松﨑　雄大（生福） 4’34
８区（小学女子）   橋之口あやね（上名） 3’44
９区（中学女子）   井亀　真央（大原） 5’53
10区（小学男子）  鍋倉　大悠（本浦） 3’26
11区（一般男子）  赤﨑　康久（湊）　 5’15
12区（一般男子40歳以上） 石堂　成章（湊町） 3’25

　11月20日、シーサイドソフトテニス大会が市の
庭球場で開催されました。本市の選手の成績は次の
とおりです。
（一般男子の部）
　A 級第３位　　木場・矢野ペア（REAL）
　　　　　　　　久木野・元吉ペア（県体日置）
　B 級準優勝　　安藤 ･ 中野ペア（串木野中）
　B 級第３位　　宇都・松田ペア（串木野中）
（女子の部）
　A 級準優勝　　前田 ･ 前原ペア（串木野中）
　A 級第３位　　久保・下夷ペア（鹿中央高校・伊集院高校）
　B 級準優勝　　樫八重・川口ペア（串木野中）
　B 級第３位　　東・赤岩ペア（串木野中）
　　　　　　　　矢野・木場ペア（REAL）
（ジュニアの部）
　優　勝　　萬造寺・山下ペア
　準優勝　　安田・下迫田ペア
　第３位　　久保・竹原ペア
　　　　　　和田・久保ペア

　11月22日、市民文化センターで「元気いきいきフェ
スタ2016（保健福祉大会）」が開催され、市民550名
が参加しました。
　オープニングセレモニーでは、市来保育園児が、
かわいいお遊戯やチアダンスを披露。その後、保健
福祉関係の表彰や金婚者のお祝い、高齢者クラブ会
員の唄や踊り、健康づくり運動普及推進員の健康体
操などがありました。
　また、午後からは「ころばん体操」の自慢発表会や
実演などがあり、会場の皆さんも一緒に体を動かし
ていました。

第11回市地区対抗駅伝競走大会 第42回シーサイドソフトテニス大会

優勝した生福地区チーム

会場のみなさんと一緒にころばん体操

ジュニアの部で優勝した萬造寺 ･ 山下ペア（串木野小）
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　11月13日、総合体育館で第53回市内バドミント
ン大会が開催され、中学生から大人まで92名が参加
し、一緒になって心地よい汗をかきました。
　各クラスの一位は次のとおりです。（敬称略）
●男子
　（初級ダブルス）猪之鼻瑞紀・中原大樹
　（中級ダブルス）篠原慧大・今屋篤史
　（上級ダブルス）松﨑孝博・松﨑元基
●女子
　（初級ダブルス）星原晏奈・三輪優夏
　（中級ダブルス）坂本杏実・東愛海
　（上級ダブルス）荒田美咲・永野雅子
●混合
　（合計100歳未満ダブルス）前屋了斗・永野雅子
　（合計100歳以上ダブルス）大井幸雄・有村美津子

　冠岳の西嶽神社登山道の入り口にある鳥居が新し
くなっています。生福地区まちづくり協議会が生福
地区の住民に寄付金を募り、建て替えました。
　建て替える前の鳥居は地域の繁栄を願い生福地区
の個人が建てたものです。以来、生福地区で管理し
てきましたが、月日がたち、危なくなってきたため、
このたび建て替えました。
　新しくなった鳥居は高さ５ｍはあろうかという大
きなもので、11月13日に公民館の役員など約30名
が参加して竣工式を行い、地域の繁栄や登山客の安
全などを祈願しました。

　11月12日から25日の「女性に対する暴力をなく
す運動」期間にあわせ、11月15日、女性と女児の生
活を向上させる運動を行っている「国際ソロプチミ
ストいちきくしきの」と、串木野高校家庭クラブの
女子生徒の皆さんが串木野庁舎を訪れ、玄関ロビー
に設置したツリーに、女性への暴力根絶を訴える

「パープルリボン」を結びました。
　串木野高校の生徒は、昨年に続いての参加。女性
への暴力根絶の願いを込め、リボンを結んでいまし
た。

　中央地区まちづくり協議会は11月に、春日町に建
つ「耕地整備記念碑」を清掃しました。この記念碑は、
かつて串木野駅下から春日町・汐見町あたりまで広
がっていた塩田を、苦労の末耕地化したことを記念
して、大正4年に建立されたものです。
　建立後100年を経た碑にはコケ類が付着してお
り、協議会は高圧洗浄機などを使い、2日間かけて、
記念碑の回りとあわせて清掃しました。
　協議会では、耕地化の歴史を知ってもらおうと、
この記念碑の説明板を設置する予定です。

第53回市内バドミントン大会開催

西嶽神社の鳥居が新しく

パープルリボンに願いを込めて

まちなかの記念碑をきれいに清掃
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薩摩藩英国留学生記念館（☎35-1865）

香港に到着した留学生一行
は、最初の異国の地香港で西
欧文明の一端に触れると、次
の目的地へ向かいます。

英国への旅路
-香港上陸 -

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10回

★�薩摩藩英国留学生記念館では特別企画展示「海をわたったサムライたち〜子どもたちと学ぶサツマスチューデント」
を開催中。3/27まで
★常時、分かりやすい館内ガイド（無料）を実施しております。事前に予約されるとスムーズにご案内できます。

●香港、上陸
　香港到着の翌日、元治２年３月27日（1865年４月22日）の朝、留
学生を乗せたオースタライエン号の船外は荷の積み下しで忙し
く、港内は大変な賑わいでした。留学生一行は上陸を試みますが、
着物姿に対する周囲の目が気になり、洋服が揃うまでは船中に留
まることにしました。
　３日間かけて、グラバー商会の番頭で、彼らの世話係のライル・
ホームが、洋服や靴、帽子などを揃えましたが、彼らは洋服の着
方から靴の履き方まで教えてもらわなければなりませんでした。
　一行は同日、午後２時頃香港に上陸すると街を散策し、夕方には船にもどりました。翌日の午前
中に市内見学を済ませると、午後からはホームの友人の案内で、対岸の半島にあるドッグを見学し
ました。そこで、彼らは近代的設備と造船技術に驚愕します。

　長沢鼎はこの時の様子を次のように述べています。「私は一行の中で一番小さかったので、新納さ
ん、堀さん、五代さんらは、とても親切にしてくれた。港に着いて上陸すると、私を連れていろい
ろと見せてくれた。」（鹿児島新聞明治30年７月７日）また、財部実行は香港でミルクティーを飲んだ
ことを「奇妙な味と香に吐き出すこともできずに、一口で飲みほした。これは紅茶に牛乳が入った飲
物で…」と語っています。彼らは西洋文明に最初に触れた香港に１週間滞在すると、オースタライエ
ン号からマドラス号に乗り換え、次の目的地シンガポールに向かいます。

（次回、１月20日号 は「英国への旅路―蒸気船マドラス号―」です。）

五代友厚は、英国派遣以前に香港に上陸したことがありました。そこで紅茶が高値で取引きされていることに注
目し、これを利用して留学派遣の巨額な費用を捻出しようと計画しました。五代は、実際に紅茶の製法を書き残
しており、それが日本最古のレシピといわれています。現在、薩摩で育まれた紅茶「べにふうき」を利用し、五代
の製法に基づき10年の歳月をかけて製法された幻の紅茶「武士の紅茶」が鹿児島市の仙厳園などで販売されていま
す。ご興味のある方はぜひお試しください。

こぼれ話

©Information services Department Hong Kong

1865年頃の写真 ©The Hong Kong Museum of History
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　10月10日、東京・六本木ヒル

ズアリーナで開催された障がい者

のファッションショー“バリコレ”。

　有名デザイナーや服飾専門学校

の衣装に身を包んだ雑誌モデルや

パラリンピックの選手が居並ぶ

中、ランウェイ※で、ひときわ大

きな拍手を浴びた9名の子どもモ

デルがいました。生福の「きっず

スペースｉ」に通う発達障害を持

つ子ども達です。

　子ども達は芋虫を模したカラフ

ルな衣装にすっぽりと身を包み、

ゆっくりと這ってランウェイに

登場。モコモコの芋虫の衣装を脱

ぎ、立ち上がると、かわいいチョ

ウの衣装でいきいきと動き回りま

す。静から動へ変化のある見事な

ステージに観客は惜しみない拍手

を送りました。
※�ランウェイ：モデルが洋服のデモンストレーショ
ンをする場。

●モバイルシェルター
　「きっずスペースｉ

アイ

」の施設長、

伊東紀子さんは、発達障害の子が

不安からパニックを起こすと狭い

場所に隠れたり、聴覚が過敏で音

を遮るイヤーマフを身に付ける子

どもを日頃から見ていました。そ

うした子ども達が安心できる隠れ

場所（シェルター）を洋服で作れな

いかと考えたのが“バリコレ”応募

のきっかけです。

　出演が決まると伊東さん達ス

タッフは３分間のステージの練習

と衣装つくりに取り掛かりまし

た。

　市販のパーカーに、頭をすっぽ

りと覆う大きなフードをつけまし

た。パニックになったときフード

をかぶり、衣装の中に隠れられる

ようにゆったりとした作りです。

デザインは子ども達が好きなだん

ご虫にヒントを得て、それぞれ子

ども達が好きな色で仕上げまし

た。また、衣装内側には子ども達

が落ちけるものを入れておける大

きなポケットをつけました。芋虫

の衣装を脱ぐと中には子ども達自

身が描いたイラストがプリントさ

れ、背中にはチョウを思わせる羽

が付いた Tシャツ。

発達障害
脳の機能不全から発達にアンバランスが生じている状態。本人の社会性やコ
ミュニケーションの問題から、言動に対して、周囲の理解を得にくいことが
多い。理解してもらえない、生きづらいなど本人や家族が一番苦しんでいる
現実がある。
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害への理解不足や誤解からしから
れたり、注意を受けることが多い
そうです。また注意されても何を
注意されているのかが分からない
ため自信を失い、引きこもったり、
いじめられたり、うつになる子ど
ももいるとも聞きました。
　しかし、バリコレへの出演後、
子ども達に明らかな変化が見られ
ました。積極的に話すようになっ
た子、自然な笑顔がこぼれるよう
になった子、親から離れて行動で
きるようになった子。「自信を子ど
も達が持った」と子どもの変化に
親もスタッフも喜び、また、学校
の先生からも驚きの声が寄せられ
たそうです。
　伊東さんはバリコレの出場の意
義を「自分を好きに、自分を信じ
られる子になってほしかった」と
話しました。発達障害はあっても
「自分はちゃんとできた」という成
功体験をとおして、子どもの自信
につながることを期待していまし
た。
　バリコレのランウェイで見せた

芋虫が羽化し、羽ばたいていくパ
フォーマンスは、子ども達が自
身の殻を破り“大好きな自分”に向
かって大きく羽ばたいた瞬間だっ
たのかもしれません。

　縫製は、障がい者就労支援事業
所「ワークスペースｉ」の利用者が
受け持ちました。

●感動の本番
　発達障害の子ども達は、相手の
事情を察することが苦手です。パ
ニックになりやすく、かんしゃく
を起こしたり、自分を傷つけたり
大声を出したりしたりします。バ
リコレは子ども達にとって初めて
だらけのことだけに、子どもを安
心させる様々な工夫をして練習・
本番に臨んだものの、子どもの一
人は「きつかった」と話しました。
　リハーサルもなかなか上手くい
かないまま迎えた本番。子ども達
のランウェイでの姿を見て親やス
タッフは感動し、涙を流しました。
今までで一番の出来だったそうで
す。子ども、親、スタッフ、一丸
となって成功させたバリコレのス
テージでした。

●羽ばたく子ども達
　発達障害の子ども達は、発達障

　伊東さんはバリコレで子ども達
から教わったことがあったそうで
す。
　子ども達は、バリコレの控室で
四肢に障害のある人たちに「どう
して足がないの？」と聞きました。
聞かれた方は、にこやかにその理
由を話し、何事もなかったかのよ
うに子ども達をかわいがっていま
した。
　相手の事情を察することが苦手
な発達障害の子どもの素直な質問
だったのですが、「そんなこと聞い
てはいけない」と思うこと、それ
こそが障害のある人たちへのバリ
ア（偏見・差別）だと気付かされた
そうです。

ちょっとエピソード
バリアの意味とは
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チャレンジ農業♥おごじょ塾通信
～第2号～「土のパワー」

　野菜作り初心者のおごじょ
達が畑に入り、しゃがみこん
で土と向き合います。…「土っ
てこんなに温かかったかなあ
…？」久しぶりの土の感触に、
子どもの頃の懐かしい記憶が
よみがえります。
　「野菜づくりの基本は土づく
りから」と言われているよう
に、その作物に合った「土づく
り」が必要です。水はけや通気
性を考えながら、最適な配合
で「土」を混ぜ合わせることか
らはじめます。条件の整った
土で育てれば野菜も元気に育
ち、おいしい野菜に育ちます。
そのような良い土を作るため
に農家は大変な苦労をしてい
ます。
　小さな種が、土や太陽など
たくさんの自然のエネルギー
を受けて、色鮮やかなみずみ
ずしい野菜に成長していく…。
それを体感できる野菜づくり
は本当に感動的です。私たち
は、農作物から栄養素だけで
なく、たくさんの自然パワー
を吸収して生きているのだ！
と気づきます。
　「土を触っていると気持ちが
落ち着いて、元気になる」とい
う方もいました。今日も土と
笑顔で向き合うおごじょ達の
おしゃべりが弾みます。

農政課（☎33-5635）

　元々野菜作りに興味があ
り、インターネットを頼りに、
自己流でミニトマトなどの家
庭菜園に挑戦してきました。
しかし失敗の連続で、半ば諦
めていました。
　そんな時、おごじょ塾のこ
とを知りました。小さい子ど
も連れでも参加できると聞
き、思い切って入塾しました。
　おごじょ塾では、土のこと、
肥料のことなど、農業初心者
の私にも分かるように説明を
してくれます。素朴な疑問や
質問にも、講師の先生が丁
寧に答えてくれます。最近は
塾生同士のコミュニケーショ
ンも増えてきました。「家庭菜
園で野菜づく
りを成功させ
る！」ことを目
標に、楽しく
頑張りたいで
す。

ただ今成長中！

　いちごの花が咲き…

だいこんの芽も顔を出し…！

　畑がにぎやかになってきま
した！おごじょ達の笑顔と、
自然のパワーをもらってどん
どん大きくなあ～れ♪

「おごじょ塾」の今後の可能性
についてどう思いますか？
　おごじょ塾は、県内初の企

画です。「農業女子力」で農業理解を深め、農業技術の習得、安心・
安全な野菜作り等に努めることは、農業振興への大きな一歩になる
と思います。
おごじょ塾生たちへコメントをお願いします。
　先日、さつまいもの収穫体験で、赤ちゃんをおんぶして、鍬を振
り上げ、掘り取るおごじょを見て、そのパワーにびっくりすると同
時に、塾生の真剣な姿に感動しました。今後は大根の間引き、スナッ
プエンドウのネット張り、ミニトマトの苗作り等計画しています。
塾生各自の目的達成に貢献できるように頑張ります。

講師インタビュー
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おごじょ塾生
赤岩なるみさん

市営農指導員
郡山正美さん

～塾生レポート～

畑では子どもも
土遊びに夢中！



褒められて伸びる子のコラム
Vol.8

焼酎唎酒（ききざけ）師という資格
を取りました。まだまだ飲み専門
です。いや、ずっとかも。

人生初の離島「甑島」へ上陸。今
までの人生で一番海の幸を食べた
記念日となった。

東京の地域おこし協力隊員募集
フェアに鹿児島県として参加。桜島
こみかんキャンディーを配りまくる。

鹿児島で行ってみたかった場所の
一つ「指宿」へ。念願の砂むし温泉に
入りご満悦→うたた寝→のぼせる。

僕がいちき串木野市の造船所を取材
したフリーペーパー Judd.No12が発
行。「渾身の内容だな！」と自画自賛。

5か月ぶりに山梨へ帰り、地元のみんなと再会。
山梨の寒さに身体の芯から震え、酔いも一気
に冷める。

神村学園の留学生たち、地域の方達と一緒にペットボトル
eco イルミネーションを作成。全員で謎の指ぱっちん。

　皆さま、おやっとさぁ！です。板垣でございま
す。さて、皆様は「ワークショップ」をご存知でしょ
うか？近年、まちづくりなどにおいてもよく聞く
言葉で、「体験型講座」のことです。
　そのワークショップ、実はいちき串木野市総合
観光案内所で今年の６月から毎月開催されていま
す。「観光セミナー」といって、「当市の隠れた魅力を
題材にした観光ツアー商品を作ろう！」というテー
マのもと、性別・年齢・職業関係なく有志が集まっ
てワイワイガヤガヤ楽しくやっています。
　現在、３つの班に分かれており、私が所属す
る班は聖地冠岳で「初めての太極拳と座禅」という
テーマで、商材になるよう現地調査を行い、具体
的に内容や日時・料金などを協議しているところ
です。近々皆様に発表できるかと思います。

　この観光セミナー、特に難しいことは行ってお
らず楽しめるワークショップです。自分で観光ツ
アー商品を作ってみたい方、ぜひ私たちと有意義
なひと時を過ごしませんか？ご興味のある方は総
合観光案内所（0996-32-5256）までお問い合わせく
ださい。

板 垣 隊 員

小 林 隊 員 ＜赤メガネ小林、最近のトピックス＞
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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。

　神村学園附属幼稚園の特色は、教育環境にあります。総合教育学園のメリットを最
大限に活かし、【生きる力】の土台となる大切な乳幼児期の子ども達と【感動体験】を味わ

えるように環境を整えることを大切に、保育を行っています。英語・音楽・体操など専門の講師によ
る【あそび】を通しての学び。保護者と寄り添いながら子ども達の成長を見守る四季折々の【行事活動】。
今年度より、サイバードリームという双方向的な英語の学習システムを毎日、10分取り入れています。

（別府3970　☎21-2072）

（住吉町94番地　☎32-2915）

神村学園附属幼稚園

友愛幼稚園

　本園は80年前（1936年）、アメリカ人宣教師アザレア・ピート女史により創立され
た歴史のある幼稚園です。当初よりキリスト教精神、幼稚園を世界で初めて創ったフ

レーベルの教育観（遊びが発達の重要な役割を果たす）に基づき保育をしています。園舎は戦災で焼失
したため、昭和12年から20年の卒園生の写真を探す活動も続けています。子ども一人一人をかけが
えのない命を持つ存在として尊重し、子どもらしく楽しい幼児期を過ごせるように願っています。ま
た、園所有の３千坪の山『子どもの森』での保育も行い、自然とのふれあいを大切にしています。
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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

●東京オリンピックをかたる不審電話に注意！！
　�　2020年に開催される東京オリンピック入場券に関して、チケット購入を勧めてきたり、個人
情報を聞き出そうとしたり、また、犯罪グループのリストから個人情報を削除する名目で金銭を
要求する事案など、うそ電話詐欺の被害が発生しています。

●年金機構等をかたった還付金等詐欺に要注意！！
　�　高齢者宅に電話をかけ、年金や医療費の還付があると偽る還付金詐欺が依然として発生してい
ます。

●�還付金をかたり、大型商業施設などのＡＴＭに誘
導するものは詐欺です。（還付金詐欺は人の目のあ
る金融機関のＡＴＭを避けます。）
●�銀行員や官公庁職員が還付手続の電話をしたり、
ＡＴＭに誘導したり、ＡＴＭの操作を指示したり
することは絶対にありません。

　　　　　　　　　　��●�ＡＴＭを操作しても還付金（払戻金）を受け取るこ
とはできません。

　「還付金がある」という電話がきたときは、「うそ電話詐欺」を疑い、ＡＴＭ
に行く前に、家族や警察に必ず相談・通報をしましょう。

●社債・債権や外国通貨などの購入を持ちかける不審電話に要注意！！
　�　最近、県内の女性宅に、外国通貨の購入を持ちかける不審電話がかかってきています。
　�　外国通貨のほか、社債や債券などの購入（投資）を持ちかける不審電話やパンフレットの送付が
確認されているので、あわせて、注意してください。

●�うまい儲け話はないこと。
●�身に覚えのない「外貨購入」や「社債購入」と
いった勧誘の電話やパンフレットが届いた
ら、詐欺を疑いましょう。
●�「名義を貸して」と言われたら詐欺です。

　　　　　　　　　　��●�「宅配便やゆうパックで現金を送れ」と言われたら詐欺です。
　　　　　　　　　　��●�「逮捕される」、「告発する」と言われても、慌てず、家族や警察に相談しま

しょう。

●�東京オリンピック・パラリンピック競技大会のチケッ
トは、まだ販売されていません。
●�チケットの販売時期・購入方法については、決定次第、
大会組織委員会のウェブサイトで順次案内されます。

うそ電話詐欺防犯情報　「だまされないように」くれぐれも注意

気を付けよう

気を付けよう

気を付けよう
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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）

 肝機能障害

 がん

 肥満・高血圧症・糖尿病

 胃炎・すい臓炎

 脳障害や認知症

 依存症など精神障害

　肝臓に脂肪がたまる脂肪肝や肝炎などの原因となり、進行すると肝硬変を引き
起こしてしまいます。

　口腔がん、咽頭がん、喉頭がん、食道がんなど、様々な「がん」を引き起こす原
因となります。

　肥満をはじめ、高血圧症や糖尿病などの生活習慣病の原因にな
ります。

　胃炎やすい臓炎などの消化器系の疾患を誘発します。慢性すい炎の約８割はお
酒の飲み過ぎが原因と言われています。

　神経細胞を破壊して脳の萎縮を起こし、記憶障害や認知症を招く可能性があり
ます。

　アルコール依存症をはじめ、睡眠障害やうつ病などの原因になることがありま
す。

　お酒に強い体質の人でもアルコールが心身に及ぼす影響は、お
酒に弱い人と一緒です。多量の飲酒を続ければ肝臓病やアルコー
ル依存症になってしまう危険性に変わりはないのです。
　週に１回～２回の休肝日を設けましょう！

　お酒を飲む機会が増える季節になりました。
　みなさんはお酒と上手に付き合っていますか？いつの間にか酒量が増
えて自覚のないままアルコール依存状態になっているかもしれません。
　アルコールが招く病気には注意が必要です。

お酒の体への害

20



地域包括支援センター（☎21-5172）

　「認知症かな？」と思ったら、早めに医療機関を受診しましょう。まずは、信頼できるかかりつけ医に相
談してみるといいでしょう。
　また、認知症や介護について相談したいときは、一人で悩まず市の相談窓口や専門機関などがあるので、
早めに相談しましょう。

●頑張りすぎない介護の心得
　家族だけで抱え込まないことが大切です。認知症は適切な介護を長期的に行う必要のある病気です。認
知症の人への適切なケアと、介護者自身の健康のために、積極的に地域の医療や福祉サービスなどを活用し、
外部と連携を図りましょう。
　また、高齢者虐待の原因としては、介護疲れによるストレス、協力者・相談者がいない、介護者と本人
の折り合いが悪い、介護者の対応法などの知識不足などがあるので、頑張りすぎずに周囲の力を借りて自
分の時間を作り気分転換をすることも必要です。

認知症を
学び
地域で
支えよう

第3回
「認知症」の治療とケア

地域包括支援センターをご利用ください。無料です！
・認知症初期集中支援チーム…認知症の方の支援を医師と一緒に行っています。
・認知症サポーター養成講座…認知症をより理解することができます。

相談も随時受け付けています。お気軽にご相談ください。

もの忘れの相談が
できる医師

もしかして
認知症？

まずは
相談を

かかりつけ医

民生委員

認知症疾患
医療センター

認知症
サポート医

在宅介護支援センター

ケアマネージャー

地域包括
支援センター

認知症初期集中
支援チーム

医療・福祉の専門職がチームを
作り、病院受診や介護サービス
の調整、家族への支援など、
初期支援を集中的に

行います。

それぞれの機関が連携し
認知症になっても暮らし
やすい地域を作ります。

こうしたそれぞれの機関が
連携し認知症になっても住
み慣れた地域で暮らせるよ
うにサポートします。　

もしかして認知症？相談窓口はいろいろあります

認知症の人や家族を支える制度・サービスもあります
認知症と家族の会 成年後見制度 徘徊見守り

SOSネットワーク 介護サービス
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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

　11月25日に生福小学校で、生冠中学校区が取り組んでいる
小中一貫教育や、複数校の教諭が同じ教室で授業をする乗り
入れ授業が公開され、市内外から教員など70人が見学しまし
た。
　小中一貫教育や乗り入れ授業を取り入れることで、学力が
向上したり、いじめや不登校が減少したりという効果が期待
されます。
　参加者からは、「乗り入れ授業の打合せや合同研修会はどの
ように行っているか」とか「小学校から中学校への乗り入れ授

業の事例は」などの質問が寄せられました。
　市では、平成27年度から文部科学省の指定を受け、市内各中学校区で小中一貫教育の研究と実践に取り
組んでいます。また全中学校区で外国語活動の乗り入れ授業を導入しているほか、一部の中学校区は他教
科でも乗り入れ授業を実施しており、今後他校区でも導入予定です。

学校教育課（☎21-5127）
学力向上目指して小中の教員が連携～小中一貫教育公開研究会～

　11月13日、旭地区で土砂災害の発生の危険性が
高まったと想定した総合防災訓練を実施しました。
　訓練は、事前シナリオを用意せず次々と起こる
事象に市の担当部署が各自判断して行動する対応
訓練、消防団などが土砂に埋もれた人を救出する
訓練、孤立した集落から人を県の防災ヘリコプター
で救出する訓練などを実施しました。また、旭地区
の市民300人は市の避難指示を受けて交流センター
にバスや徒歩で避難する訓練に参加しました。
　土砂災害など災害時は早めの行動が命を守りま
す。今後もこうした訓練をとおして災害への意識
を高めていきましょう。

　平成２７年１０月１日現在で実施された国勢調査
の確定値（人口・世帯数）が発表されました。
　就業状態や世帯構造などの結果は、集計され次第、
総務省統計局から順次公表されます。

まちづくり防災課（☎33-5631）

政策課（☎33-5672）

もしもの災害に備える総合防災訓練

国勢調査から見たいちき串木野市の人口

35,000
(人)

平成17年 平成22年 平成27年

人口推移
32,993

31,144 29,282
30,000

25,000

20,000

15,000

平成27年10月1日
現在確定値

平成22年10月1日
現在 増　　減

人口 29,282人 31,144人 ▲1,862人

世帯数 12,159世帯 12,315世帯 ▲156世帯
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社会教育課（☎21-5113）
　11月６日、市民文化センターの舞台では、五
つ太鼓の演奏を皮切りにダンスや日本舞踊など数
多くの舞台発表が行われました。
　参加した皆さんは日頃の学習成果を存分に披露
され、観客に大きな感動を与えてくれました。

▶�いちきアクアホールに出現
した和紙でできた茶室。
　�来場者にお茶が振る舞われ
ました。

◀いちきアクアホールやドリームセンターでは絵画・
　生け花、写真などの作品が展示されました。

【小学生の部】
　●最優秀賞　羽島小学校　２年　　　赤岩　愛唯
　●優秀賞　　生福小学校　１年　　　森重　遥仁
　　　　　　　串木野小学校２年　　　原田　実侑
　　　　　　　串木野小学校５年　　　今村　日香
　●入　選　　生福小学校　５年　　　國分　優成
　　　　　　　生福小学校　３年　　　林　　蓮斗
　　　　　　　串木野小学校５年　　　井手上樹生
　　　　　　　羽島小学校　５年　　　坂口　陸暉
　　　　　　　羽島小学校　５年　　　堀切　颯真

【中学生の部】
　●最優秀賞　串木野中学校３年　　　川口　結莉
　●優秀賞　　串木野中学校３年　　　馬場　莉大
　　　　　　　串木野中学校３年　　　千龜　空
　　　　　　　串木野中学校２年　　　鳥越　美妃
　●入　選　　串木野中学校２年　　　村中　康二
　　　　　　　市来中学校　２年　　　田中　元
【高校生の部】
　●最優秀賞　串木野高等学校３年　　土川　夏輝
　●優秀賞　　市来農芸高等学校１年　　井手迫　魁
　　　　　　　市来農芸高等学校１年　　山口あやめ
　　　　　　　串木野高等学校３年　　福永　夏海
　●入　選　　串木野高等学校３年　　川口茉里恵
　　　　　　　市来農芸高等学校１年　　東郷　亮太
　　　　　　　串木野高等学校３年　　中木屋　綾
【一般の部】
　●最優秀賞　　山神　哲男
　●優秀賞　　　福壽　辰　　　　立山　照子

第２回
ふるさと
三行詩大会
表彰式
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　市では「広報いちき串木野」を多くの方にお届けでき
るよう、スマートフォン用アプリ「マチイロ」を導入し
ました。
　この無料アプリを使うといつでも、どこでもスマホ
やタブレットで広報紙を読むことができます。ダウン
ロードや利用は無料です。

「マチイロ」の主な特徴
・ホームページにアクセスせず、アプリから
　直接閲覧できます。
・最新号が発行されるとアプリにお知らせが
　届きます。
・スクラップ機能があり、気になる記事など
　自由に範囲を指定して保存できます。
・広報紙以外にも市や県の興味あるジャンル
　の情報も受け取れます。

政策課（☎33-5672）
スマホ用アプリ「マチイロ」で広報紙を見られるようになりました

「マチイロ」のダウンロード方法
アップストアまたはグーグルプレイからアプリをダウ
ンロードしてください。アプリは無料です。

　市来中学校で２年生51名を対象に、11月８日、男女共同
参画講座を開催しました。講師に前鹿児島純心女子大学准
教授の谷崎和代さんを招き、人権やデート DVなどについ
て講話がありました。
　講話では、「You」メッセージと「Ｉ」メッセージについて、
“実演”を交えてお話がありました。
　思わず相手を傷つけてしまう「You」メッセージ。「（あな
たは）来るのが遅い！いつまで待たせるの！」一方、自分
の気持ちを伝える「Ｉ」メッセージ。「来るのが遅いから（私
は）心配したのよ。遅くなる時は電話して」　
　生徒からは、「You メッセージで言われると、自分も腹が

立ってしまう。これからは、相手を思いやり、自分の気持ちを伝える I メッセージで話したい」などの感想
が聞かれました。
　その他、性に関する講話もあり、生徒たちは真剣な表情で聞いていました。

政策課（☎33-5672）
「Y

あ

o
な

u
た

」ではなく「Ｉ
わたし

」で～男女共同参画講座
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　10月27日から29日にシンガポールで開催された ASEAN 最大の日本

食見本市「FOOD�JAPAN�2016に昨年度に続き参加し、市内企業６社が

ミナミマグロ・つけ揚げなどの本市特産品を出展しました。

　日本から過去最大の304団体が出展し、3日間で約11,000人が来場し

ました。また近隣諸国からもバイヤーが訪れ、ジャパンブランドへの

関心の高さが伺われました。

　今回の出展目的は、スーパーやレストランに販路を持つ現地販売代

理店と具体的な商談成立を図ることと、本市特産品が現地で受け入れ

られる手法を探る事でした。

　そのため、展示会場以外でも日本食材を扱う大手バイヤーを訪問し

たり、試食会を開いたりもしました。また、調理方法や現地風にアレ

ンジした食べ方をホームページや動画で紹介すると現地バイヤーが売

りやすくなるなど、海外での特産品販売の方法を学びました。

　展示会では、現地風にアレンジした特産品の試食を準備したことで

多くの来場者に関心を持ってもらえただけでなく、「もう少し塩分を抑

えた方がよい」とか「賞味期限は半年以上必要」といった意見も聞くこと

が出来ました。

　市特産品の海外販売に良い感触を得ることができ、また、他の出展

ブースを見ても日本の食品・食材への関心が非常に高く、今後の食品

輸出の可能性を感じる機会となりました

ミナミマグロ　：�知名度は高い。普段食べているより美味しいと高く評価。現地アレンジとして、サワーポメロのドレッ

シングを使ったカルパッチョが好評で、ドレッシングの販売にも要望があった。

まぐろラーメン：�現地の嗜好に合わせてまぐろラー油とパクチー（香草）をトッピングしたところ、あっという間に試

食が無くなり多くの人が購入した。

まぐろラー油　：麺のトッピングやドレッシングに使いやすいと好評だった。

カップスープ　：5種類の穀物を使ったスープがヘルシーで美味しいと好評だった。

つけ揚げ　　　：�現地は抹茶製品が人気で、抹茶入りさつま揚げがヘルシーで美味しいと好評だった。

かまぼこ　　　：チーズ入り蒲鉾がワインに合うと好評でした。

ソース　　　　：現地アレンジで野菜・唐辛子などと炒めものに使うと好評だった。

お茶ドリンク　：�ふたの部分に抹茶を仕込んだペットボトルは、新鮮な抹茶が飲めて珍しいと好評だった。

※食品輸出に関心のある事業者の方へ
　市では串木野港からの食品輸出促進に向けて、販路開拓や貿易実務等の情報交換を行う勉強会の設置を検討してい
ます。関心のある事業者の方は、政策課企業立地係（電話33-5628、メール seisaku2@city.ichikikushikino.lg.jp）までご
連絡ください。

政策課（☎33-5628）

FOOD JAPAN 2016
in シンガポールに
いちき串木野市ブースを出展
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　11月９日、市内の小・中学校の児童生徒588人が
集まり、合唱や合奏を発表する市小・中学校音楽発
表会が市民文化センターで開催されました。
　昨年に続いて市民歌の全員斉唱で始まった音楽発
表会は、合唱や、吹奏楽のほか、オカリナ演奏や竹
太鼓、和太鼓など、各学校の特色を生かした発表が
行われました。どの学校も練習の成果を存分に発揮
できたようで、一つの発表が終わるたびに会場は大
きな拍手に包まれました。

　文化や芸術に触れ子ども達が豊かな創造力を養
う機会になってほしいと、９月から10月にかけて、
市内４小中学校に、オーケストラやパントマイムの
プロのアーティストが訪れました。
　９月27日市来中学校体育館で、劇団汎マイム工
房によるパントマイム、道化師芝居「little�parade」
が開催されました。また、10月３日には、串木野西
中学校で群馬交響楽団によるオーケストラ演奏、３
日と４日には生冠中学校と串木野小学校で東京合唱
協会による「楽しい合唱」が開催されました。
　各学校の児童・生徒のほか保護者や地域住民も鑑
賞しました。学校によっては児童・生徒もプロに交
じって歌うなど、本物の芸術に直接触れる貴重な体
験となったようです。

　11月22日アクアホールで英語暗唱スピーチ大会
を開催し、市内の小・中学校の児童生徒99名が発
表しました。緊張に包まれた会場の中、表情豊かに
ジェスチャーを交えながら英語で課題文を暗唱した
り自分や学校、自分達のまちについて堂々と意見発
表をしました。
　講師は講評で「英語が上達するには音読が重要。
自分が話せるのを書いてみると良い」と学習のコツ
を話しました。
　英語が話せるようになると子ども達の見える世界
も広がります。市では「英語のまち」として今後も英
語教育に力を入れていきます。
●中学校の部
暗唱の部１年（西中）豊福舞　神野琉歌　新地叶望
　　　　２年（串中）冨永友香　３年（西中）木野夏実
スピーチの部
最優秀賞　３年（市来中）松元美羽　
優秀賞　　３年（西中）　栗元颯希

●一般の部　A４サイズ
●ユースの部（高校生以下）　２Lサイズ
●一人10点まで応募可。詳細はホームページを参照。
●応募・問合せ　政策課　☎33-5672

学校教育課（☎21-5127）

社会教育課（☎21-5113）

学校教育課（☎21-5127）
会場が一つに～小・中学校音楽発表会～

一流の芸術に触れる機会に
文化芸術による子どもの育成事業開催

英語暗唱・スピーチ大会
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市民スポーツ課（☎21-5129）

第１９回元気な街づくりウオーキング大会

切　り　取　り　線

〈送迎バス運行予定〉
　　市来庁舎出発　  7:50 　　※要予約です。
　　串木野庁舎出発  8:00　　 ※途中下車は出来ません。
　　串木野駅出発　  8:10

【受 付 時 間】８：30 ～８：50
【開 　 会 　 式 】9 ：00 ～（雨天中止、小雨決行）　
　　　　　　　 ※中止の場合は、防災無線で放送

【集合出発場所】串木野西中学校
【駐 　 車 　 場 】新田グラウンド等
【参 加 資 格】健康な方ならどなたでも参加できます。

氏　名 年齢
学年 性別 住    所 保護

者印 電話番号 コース希望
に○印 バス希望者は○印

市内・市外（　　　　　　市） ３・５・10 ㎞ 市来庁舎・串木野庁舎・串木野駅

市内・市外（　　　　　　市） ３・５・10 ㎞ 市来庁舎・串木野庁舎・串木野駅

市内・市外（　　　　　　市） ３・５・10 ㎞ 市来庁舎・串木野庁舎・串木野駅

市内・市外（　　　　　　市） ３・５・10 ㎞ 市来庁舎・串木野庁舎・串木野駅

第 19 回　元気な街づくりウオーキング大会参加申込書

※ 4 年生以下の参加は保護者同伴とします。5 年生から中学生は保護者同伴でない場合、保護者の承諾印が必要です。

 　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先導者に従い
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

【事前申込締切】１月６日（金）まで（当日受付もできます）
主催：いちき串木野市　　いちき串木野市教育委員会
主管：元気な街づくりウオーキング大会実行委員会　　後援：いちき串木野市体育協会　南日本新聞社

【申 込 ・ 問 合 せ】　市民スポーツ課（市来庁舎）
☎ 0996 − 32 − 3111　FAX 0996− 36 − 5228
※申込書の提出は市役所正面玄関ホール（串木野庁舎）・串木野体育センター
　総合体育館・Ｂ＆Ｇ海洋センター・市来体育館でもできます。

市のホームページからも申し込めます

※当日、会場で実行委員会主催の地元新
　鮮野菜等の物産販売を行います！

１月15日（日）
①らくらく野平３ｋｍコース
　（所要時間：１時間程度）
②ほくほく深田５ｋｍコース
　（所要時間：１時間30分程度）
③ほたるの里荒川10ｋｍコース
　（所要時間：３時間程度）

参加費無料

大好評

ふりがな
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青魚（イワシ ､ サバ ､ アジ）や麺類が好きです。
他に好き嫌いはなく、間食もしません。

★好きな食べ物
好き嫌いはなく、１日３食必ず食べます。

★好きな食べ物

グランドゴルフ（週３回）・パークゴルフ（月６回）に夫婦で
行っています。

★好きなこと（趣味） 絵画を描く事や旅行が好きで、絵画教室の講師をしてい
ます。以前は国内国外問わず旅行しましたが、最近は九
州が多く、500km 圏内の場所なら車で行きます。

★好きなこと（趣味）

早寝早起きで気持ちを引き締めること。温泉にも毎日行っ
ていて、年１回は歯科受診もしています。

★元気の秘訣 何かしら仕事をすること。退職後も教育委員長などの役
職を持ち、現在も退職公務員連盟会長などの仕事をして
います。歯科検診も定期的に受けています。

★元気の秘訣

諏
す
訪
わ
　美

み
知
ち
旺
お

さん

果物が好きで毎食必ず食べています。
特に梨とぶどうが好きです。

★好きな食べ物

果好き嫌いはなく、肉より魚を多く食べています。日頃か
ら牛乳を飲むようにしています。

★好きな食べ物

魚や果物（りんご）が好きです。
他に好き嫌いはなく、何でも食べます。

★好きな食べ物

糖質は制限していますが、食べることが大好きで好き嫌
いもありません。

★好きな食べ物

日本舞踊を25年間していました。
パズルやクイズなどで頭を使うことや旅行をする事も好
きです。

★好きなこと（趣味）

書道クラブ（月２回）を10年以上続けています。
★好きなこと（趣味）

自分の船で、魚釣りに行きます。
グランドゴルフや公民館の行事ごとには練習から必ず参
加しています。

★好きなこと（趣味）

仕事が趣味です。庭に花を植えたり、畑仕事もしています。
★好きなこと（趣味）

旅先でいろんな人と出会ったり、『嵐』を観てパワーをも
らっています。

★元気の秘訣

行事ごとなどの集まりにはできるだけ参加するように心
がけていて、日頃から人とのつながりを大切にしていま
す。いろんな方と関わる事で元気がもらえます。
年に１回は必ず歯科検診を受けています。

★元気の秘訣

２日に１回は必ず温泉に行くことです。
６か月に１度は歯科医院で定期検診を受診しています。

★元気の秘訣

毎朝40分歩いています。
日頃から挨拶することを心がけ、下も上も見ず、しっか
りと前を見て、人とのつながりを大切に過ごしています。
歯科検診も定期的に受けています。

★元気の秘訣

大
おお
平
ひら
　久

く
美
み
子
こ

さん

前
まえ
田
だ
　都

みや
子
こ

さん

（80歳　歯数28本）

（80歳　歯数26本）

（80歳　歯数30本）

小
こ
瀬
ぜ
　精

せい
一
いち

さん

桃
もも
北
きた
　四

よつ
男
お

さん

（80歳　歯数24本）

（80歳　歯数29本）

橋
はし
口
ぐち
　正

まさ
憲
のり

さん
（85歳　歯数25本）

表彰おめでとうございます

　市では、80歳で20本以上歯がある元気な方を募集し、11
月22日に開催された保健福祉大会（いきいきフェスタ）で８
名の方を表彰しました。表彰された方をご紹介します。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（年齢は11月22日現在）

〜80歳で20本以上の歯を残す、それが8020運動〜

串木野健康増進センター（☎33−3450）
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市政ニュース

日頃から食生活や運動と共に ､ 歯
や口の健康についても意識が高
まっているように思います。

これからも多くの市民の皆様に
8020の実現をめざして頂きたい
と思います。

萩
はぎ
原
はら
　弘

こう
一
いち

さん
（80歳　歯数24本）

　このポスター展は児童・
生徒が子どもの時期から健
康について考え、また広く
一般に健康の大切さを訴え
る機会にしようと、市が開
催しているものです。
　今年は市内の小中学生か
ら333点の応募があり、特
別賞５点、特選10点、入選
20点が選ばれました。

健康増進課（☎33-5613）

「健康に関するポスター」
入賞作品

照島小学校５年　神﨑璃香さん

照島小学校６年　川元美音さん

串木野西中学校１年
蛯原隆太  君

串木野西中学校３年
山神洸一  君

串木野西中学校２年
南竹柊柳  さん

特
別
賞

特
別
賞

特
別
賞

特
別
賞

特
別
賞

好き嫌いはなく、特にお寿司が大好きです。
毎日牛乳を飲んでいます。

★好きな食べ物

生け花を39年間続けています。
★好きなこと（趣味）

なるべく日頃から歩くようにしています。
朝・晩は必ず歯磨きをして、６か月に１度は定期的に歯
科検診を受けています。

★元気の秘訣

山
やま
本
もと
　凌

りょう
子
こ

さん
（81歳　歯数30本）
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市税
3,012,433千円 16.7％

市民税 固定資産税
軽自動車税

市たばこ税 入湯税

市債
2,525,016千円 14.0％

国庫支出金
2,233,696千円 12.4％

地方交付税
5,807,662千円 32.2％
標準的な行政の実施に
必要な経費を賄うため
の収入が不足する団体
に対し、一定の方法で国
から交付されるお金

 

人件費人件費
2,842,2592,842,259
16.4%16.4% 公債費公債費

2,070,9792,070,979
11.9%11.9%

扶助費扶助費
2,994,9832,994,983
17.2%17.2%

普通建設事業費普通建設事業費
4,055,7484,055,748
23.3%23.3%災害復旧事業費

240,085
1.4%

出資・貸付・出資・貸付・
積立・繰出金積立・繰出金
2,553,3892,553,389
14.7%14.7%

物件費物件費
1,631,1091,631,109
9.4%9.4%

補助費等補助費等
994,913994,913
5.7%5.7%

45.5％

投資的経費 24.7％ 

その他 29.8％ 

民生費
3,926,464千円 22.6％
一定水準の生活と、安定
した社会生活に必要な主
に福祉関係の経費

総務費 2,641,882千円 15.2％

自 

主 

財 

源 

依 

存 

財 

源 

30.1％

69.9％

分担金及び負担金 174,146千円 1.0％
一定事業についてその経費を負担する保
育所や老人ホーム負担金等あるいは分担
するもの 

土木費 2,272,585千円 13.1％ 
道路・河川・都市計画等にかかる経費 

公債費 2,070,979千円 11.9％ 
市が借り入れた市債の償還にかかる経費

衛生費 2,347,791千円 13.5％
健康で衛生的な生活を送るために必要な
保健衛生・清掃などの経費 

教育費 1,536,369千円 8.8% 
小中学校・公民館など教育関係経費全般 

その他 2,587,395千円 14.9% 
農林水産業費・消防費・議会費・商工費・災害
復旧費など 

使用料及び手数料 187,291千円 1.0％
市営住宅や施設などの使用料及び住民票
や各種証明等の手数料 

その他 2,796,741千円 15.6％  
地方消費税交付金、地方譲与税、諸収入、
地方特例交付金、寄附金、財産収入等 

県支出金 1,286,546千円 7.1％ 
特定の事務事業に対し県から交付される
もの 

義 

務 

的 

経 

費

歳入決算額   18,023,531千円 歳出決算額   17,383,465千円

性質別歳出決算額(千円)

全般的な管理事務や、財産、企画、税務事務
などにかかる経費

いちき串木野市の財政状況
　平成27年度の一般会計、特別会計及び企業会計の決算が12月議会で認定されました。
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45.5％

投資的経費 24.7％ 

その他 29.8％ 

民生費
3,926,464千円 22.6％
一定水準の生活と、安定
した社会生活に必要な主
に福祉関係の経費

総務費 2,641,882千円 15.2％

自 

主 

財 

源 

依 

存 

財 

源 

30.1％

69.9％

分担金及び負担金 174,146千円 1.0％
一定事業についてその経費を負担する保
育所や老人ホーム負担金等あるいは分担
するもの 

土木費 2,272,585千円 13.1％ 
道路・河川・都市計画等にかかる経費 

公債費 2,070,979千円 11.9％ 
市が借り入れた市債の償還にかかる経費

衛生費 2,347,791千円 13.5％
健康で衛生的な生活を送るために必要な
保健衛生・清掃などの経費 

教育費 1,536,369千円 8.8% 
小中学校・公民館など教育関係経費全般 

その他 2,587,395千円 14.9% 
農林水産業費・消防費・議会費・商工費・災害
復旧費など 

使用料及び手数料 187,291千円 1.0％
市営住宅や施設などの使用料及び住民票
や各種証明等の手数料 

その他 2,796,741千円 15.6％  
地方消費税交付金、地方譲与税、諸収入、
地方特例交付金、寄附金、財産収入等 

県支出金 1,286,546千円 7.1％ 
特定の事務事業に対し県から交付される
もの 

義 

務 

的 

経 

費

歳入決算額   18,023,531千円 歳出決算額   17,383,465千円

性質別歳出決算額(千円)

全般的な管理事務や、財産、企画、税務事務
などにかかる経費
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いちき串木野市の財政状況 人　口　　28,933 人
世帯数　　13,461 世帯
平成28年９月30日時点

事　　業　　名 事業費 一般財源
○住民と行政とのパートナーシップによる『共生・協働のまちづくり』

市制施行10周年記念事業 8,815 8,815
羽島交流センター改修事業 20,924 24
地区まちづくり協議会等補助事業 43,124 43,124

○健康で文化的な生活を営める『元気で安心できるまちづくり』
最終処分場建設事業 395,300 3,268
要援護者等屋内退避施設整備事業 148,947 0
未来の宝子育て支援金支給事業 10,560 9,880
子ども医療費助成事業 77,346 67,915
小・中学校耐震補強等事業 556,476 11,913
国民文化祭開催事業 19,973 11,373

○世界に羽ばたく力強い産業が展開する『活力ある産業のまちづくり』
経営体育成基盤整備事業（川南地区） 28,140 14,840
漁場環境保全創造事業 14,650 3,400
海外販路開拓支援事業 5,449 3,223
市来駅バリアフリー化補助事業 61,335 61,335
総合観光案内所整備事業 63,547 6,847
ふるさと納税推進事業 173,057 173,057

○利便性が高く美しいまちを創造する『快適な環境のまちづくり』
道路改良特別事業 99,352 5,052
市道海瀬・坂下線改良事業 218,485 6,064
麓土地区画整理事業 598,414 158,751
住宅建設（ウッドタウン）事業 44,768 6,840
羽島地区単独住宅建設事業 28,384 84
住宅リフォーム補助事業 25,411 25,411

主要施策の概要　　　　　　　　　　　    （単位 : 千円） 市債残高の推移

市民1人当たりの市債残高 
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地方交付税 市債国県支出金市税

26年度 27年度

27 年度 26 年度 差引 用　　語　　の　　説　　明

財政力指数 0.40 0.40 0.00 普通交付税の算定に用いた基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の3か年の平
均で、高いほど財源に余裕があるとされる。

実質収支比率 5.0 5.4 ▲ 0.4 標準財政規模に対する実質収支額の割合をいい、概ね３～５％が望ましいとされている。

経常収支比率 94.1 94.2 ▲ 0.1 財政構造の弾力性を示す指標であり、人件費、公債費等の経常経費に、税、普通交付税等
の経常的な一般財源が充当された割合で、比率が低いほど弾力性が大きいことを示す。

実質公債費比率 9.9 10.8 ▲ 0.9 一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率。18％を
超えると許可団体へ移行する。３か年の平均値。

将来負担比率 75.0 70.7 4.3 損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、一般会計等が将来負担すべき実質的
な負債の標準財政規模に対する比率で、350％が早期健全化基準とされている。

財政課（☎33-5627）
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いちき串木野市の財政状況

名　称 現在高 名　称 現在高

土　　地 3,894,354 ㎡ 基　　　金 6,027,963 千円

建　　物 180,063 ㎡

内
　
訳

財政調整基金 1,075,054 千円

山林（立木） 103,462 ㎥ 市債管理基金 1,868,181 千円

有価証券 14,379 千円 合併まちづくり基金 1,204,175 千円

自 動 車 145 台 施設整備基金 286,309 千円

債      権 172,516 千 そ の 他 1,594,244 千円

市有財産の状況（平成27年度末現在）

　平成27年度決算状況及び平成28
年度予算の概要をお知らせしました。
平成27年度の決算につきましては、
市民生活の各面にわたる多くの事業
を実施し、おおむね初期の成果を収
めることができました。またすべて
の会計について、収支の均衡を保つ
ことができました。
　本市の財政状況は、国の景気対策
や行財政改革の効果等により一定の
改善が図られてきたものの、市税や
普通交付税の減少と、社会保障関係
費の増加などにより、極めて厳しい
状況を迎えています。
　市民の皆様へ行政サービスを安定
的に提供していくためには、事業の
優先順位や取捨選択を徹底し、抜本
的な見直しによる行財政改革を進め、
健全財政を堅持していかなければな
らないと考えております。
　今後とも市民の皆様のご理解とご
協力をお願いいたします。

 特別会計

歳入 歳出 差引額 翌年度へ繰越 
すべき財源 実質収支額

簡易水道事業 383,662 383,662 0 0 0

国民健康保険 4,898,854 4,885,283 13,571 0 13,571

公共下水道事業 679,440 679,440 0 0 0

地方卸売市場事業 10,517 10,517 0 0 0

介　護　保　険 3,570,388 3,450,349 120,039 0 120,039

国　民　宿　舎 169,518 169,518 0 0 0

戸崎地区漁業 
集落排水事業 15,329 15,329 0 0 0

療　育　事　業 20,237 20,237 0 0 0

後期高齢者医療 400,768 396,743 4,025 0 4,025

計 10,148,713 10,011,078 137,635 0 137,635

（単位：千円）

（単位：千円）
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平成28年度
10月末予算額

一般会計 16,200,446
特別会計 10,586,914

内
　
　
　
　
　
訳

簡易水道事業特別会計 558,730
国民健康保険特別会計 5,188,547
公共下水道事業特別会計 705,206
地方卸売市場事業特別会計 714
介護保険特別会計 3,666,431
戸崎地区漁業集落排水事業特別会計 18,421
療育事業特別会計 20,952
後期高齢者医療特別会計 415,207
国民宿舎特別会計 12,706

合　　　計 26,787,360

平成28年度歳入歳出予算（10月末現在）

会計名
年度

市税負担額（平成25年度～27年度決算）

平成27年度の決算状況

区　分 単位 25年度 26年度 27年度

市 税 総 額 千円 3,148,105 3,092,425 3,012,433

1人当たり 円 105,260 104,935 103,570

1世帯当たり 円 234,583 229,954 224,306

人 口 人 29,908 29,470 29,086

世 帯 数 世帯 13,420 13,448 13,430

注）人口及び世帯数は、各年度末の住民基本台帳登録者数による。
　   また、市税総額は、市民税、固定資産税、軽自動車税、市たば

こ税及び入湯税の合計。
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Ichikikushikino City

 資本的収支（消費税込み）
（水道施設を整備したことによる収入と支出）

公営企業

平成27年度の決算状況
◎水道事業会計
　水道事業は、皆様の水道料金を主な収入として運営しています。
　平成27年度決算は次のとおりです。

 収益的収支（消費税抜き）
（水道水をつくり、供給したことによる収入と支出）

　平成27年度末における給水戸数
は、8,308戸（前年度比44戸増）、給水
人口は18,395人（前年度比159人減）
で、給水区域内の普及率は、99.9％に
なっています。

　収益的収支は、収益的収入額4億
600万2千円に対し、収益的支出額は
3億9,440万9千円で差引き1,159万3
千円が当年度純利益となりました。

　資本的収支では、資本的収入額1億
3,021万円に対し、資本的支出額は2
億8,915万1千円で、差引き1億5,894
万1千円の不足額を生じますが、この
不足額は、当年度損益勘定留保資金
などで補てんしました。

　本年度の主な建設事業は、第６次
拡張事業として川上ポンプ場及び坂
下水源地の非常用発電設備工事や大
薗配水池の造成及び築造工事などを
実施しました。
　その他に、老朽化などに伴う別府、
本浜町、新生町、高見町などの配水
管布設替工事や麓地区土地区画整理
事業に伴う配水管布設替工事、深田
下地区配水管布設工事を実施しまし
た。　
　今後も更に経営の合理化・効率化
を図りながら営業活動に取り組み、
利用者の要望に応えられるよう努力
してまいりますので、ご理解とご協
力をよろしくお願いします。

●収入　406，002千円

●支出　394，409千円

●収入　130，210千円

●支出　289，151千円

その他
28，673千円

水道料金　377，329千円

水を供給する為の費用
169，364千円

借入金
の利息

58，308千円

減価償却費等
166，737千円

純利益
11，593千円

借入金
130，000千円

不足額
158，941千円

工事負担金
210千円

水道の布設や施設設備などの費用
163，257千円

借入金の返済
125，894千円

不
足
分
を
補
っ
て
い
ま
す
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平成28年度の予算状況（10月末現在）
◎水道事業会計

区　　分 科　　　目 平成28年度（10月末予定額）（消費税込み）

収益的収支 水 道 事 業 収 益 427,280千円
水 道 事 業 費 用 427,109千円

資本的収支 資 本 的 収 入 43,383千円
資 本 的 支 出 215,275千円
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市政ニュース

政策課（☎33-5634）

いちき串木野市にお家を建てて暮らしませんか？
お得な住宅補助制度のご案内
　本市への移住・定住のための支援策として、市では要件を満たす方に新築・購入費用などの住宅資金の
補助を行っています。

①ウッドタウン団地　35区画 ②市来小城団地　1５区画

約420万円～547万円
（約68坪～84坪）
最高234万円の補助

約470万円～671万円
（約72坪～103坪）
最高247万円の補助

③羽島矢倉団地　２区画 ④羽島松尾団地　１区画

約487万円～545万円
（約85坪～108坪）
最高234万円の補助

317.3万円
（82.84坪）

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一人につき10万円（最高３人まで） 30万円

　最高100万円

※�これら補助金の支給
については、要件が
あります。詳しくは、
市ホームページをご
覧になるか、政策課
（☎33-5634）へお問
い合わせください。

● 強引に高額な契約をさせられる布団の訪問販売の
相談が後を絶ちません。

　ドアを開ける前に訪問者や用件をよく確認し、必
　要なければきっぱり断り、事業者を中にいれない
　ことが大切です。

● 一人では対応せず、家族や近所の人など周囲の人
に同席してもらうようにしましょう。必要なけれ
ばきっぱり断ることが大切です。

● 家族や周囲の人も、高齢者の家に不審な訪問者が
来ていないか、家の中に不要な品物や契約書がな
いかなど、日ごろから気を配りましょう。

　　　　　　● 契約しても、クーリング・オフや契
約の取り消しが出来る場合がありま
す。いちき串木野市消費生活セン
ター（☎33-5638）に、早めにご相談
ください。

                                 （消費者ホットライン188）

１．定住促進補助金…最高280万円
次の４つの定住促進分譲団地を購入し、住宅を建てる方に補助金を支給します。
（現在、市内にお住まいの方も、この制度を利用できます。）

２．転入者住宅建設等補助金…最高100万円
市内に住宅を新築・購入し、転入した方にも、補助金を支給します。

※区画数などは、平成28年11月末時点の情報です。
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　年末年始、環境センターへごみの直接搬入は大
変混雑します。早めの搬入にご協力ください。
●ごみ収集と直接搬入
　年末は12月30日（金）まで
　年始は１月４日（水）から
●直接搬入時間　9:00～12:00と13:00～16:00
●問  合  せ　串木野環境センタ－　☎32-2388

　消防団が年末夜警を行います。消防団員が分団
詰所等に待機し、消防車等で地域を巡回して警戒
にあたります。
●日　　時　12月28日（水）・29日（木）
　　　　　　21:00～24:00
※火災のない明るい年末年始を過ごしましょう。

　多くの市民のご参観をお願いします。
●日　　時　１月８日（日）　9:00開始
●会　　場　いちきアクアホール
●内　　容
　いちきアクアホール前駐車場での行事
　・分列行進・車両パレード
　・一斉放水の披露（消防団）
　・幼年消防クラブ規律訓練など
　いちきアクアホール内での行事
　・幼年消防クラブの演技披露
　・消防団員等の各種表彰
　※当日は車両パレードのため、
　　付近の道路が混雑します。
　　通行の際はご協力ください。
　※�駐車場は、市来庁舎駐車場をご利用ください。

　12月29日（木）から１月３日（火）まで市役所はお
休みです。既にパスポートを申請し、交付日が過ぎ
ている方は、この期間受け取ることはできません。
早めに受け取りに来てください。
　また、海外に旅行する際には外務省ホームペー
ジ等で渡航先の情報を十分に確認してください。

　年末年始期間中、海外の日本大使館・領事館は
パスポート発給業務を行わないため、パスポート
を紛失した場合、発給されるまで帰国できません。
　旅行中はパスポートを厳重に管理し、盗難・紛
失等に十分ご注意ください。

　インフルエンザが流行する季節になりました。次
のことに気を付けて、体調が悪くなったら速やか
に医師の診察を受けましょう。感染したら、感染
拡大を防ぐため、必ずマスクを着けましょう。
　また、高齢者のインフルエンザ予防接種の助成
は12月末までとなっているのでご注意ください。
インフルエンザの症状
　●急な38度以上の発熱、悪寒
　●頭痛、関節痛、筋肉痛など全身の痛み
インフルエンザ予防
　●外出後は手洗い・うがい・洗顔をする。
　●流行期には人混みをできるだけ避ける。
　●室内の温度と湿度を保つ。
　● 体力を保つため、十分な睡眠とバランスの良
い食事を摂る。

　●インフルエンザの予防接種を受ける。

　本市では、平成29年度から鹿児島市、日置市及
び姶良市との連携により、これらの圏域の一体的
で持続的な発展を目指すこととしています。
　今後、圏域で具体的な取組を推進するためのビ
ジョン（案）について、市民の皆様の意見を募集し
ます。
●募集期間
　12月21日（水）～１月25日（水）（必着）
●ビジョン（案）の閲覧場所
　�政策課（串木野庁舎）、市民課（市来庁舎）、市の
ホームページでご覧いただけます。

●提出方法
　�政策課へ持参、郵送、FAX（32-3124）またはメー
ルで提出してください。様式は自由ですが住所・
氏名を記入してください。
　メール　seisaku1@city.ichikikushikino.lg.jp
※�寄せられた意見へ個別回答は行いません。
　�また、意見は、個人情報を除き公開が前提です。
ご了承ください。

おしらせ版おしらせ版
年末年始のごみ収集日と直接搬入

生活環境課（☎33-5614）

消防団の年末夜警
消防本部（☎32-0119）

かごしま連携中枢都市圏ビジョン（案）
に対する意見を募集しています

政策課（☎33-5634）

消防出初式
消防本部（☎32-0119）

年末年始の海外でのパスポート紛失に注意
市民課（☎33-5611）

「インフルエンザ」を予防しましょう
串木野健康増進センター（☎33-3450）

年末年始のパスポートの受け取りについて
市民課（☎33-5611）
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　母子家庭などのお子さんを対象にした無利子の
貸付制度があります。学校で学んだり、就職したり、
あるいは働くのに必要となる技能を取るために必
要な資金に使えます。
　詳細はお問い合わせください。
＜修学資金の貸付＞
●対  象  者　�高等学校、短期大学、大学、高等専

門学校または専修学校で修学するた
めに必要な経費※1で、母子（父子）家
庭の児童、父母のいない児童、寡婦
が扶養している子

　　　　　　※1�授業料、書籍代、学用品代、通学費等
●貸  付  金　月額27,000～96,000円
　　　　　　学校の種類等によって異なります。
●返　　済　�卒業後６か月据置で、貸付期間の３倍

以内（専修学校一般課程は５年以内）

＜修業資金の貸付＞
●対  象  者　�事業を始めるためまたは就職するた

めに、必要な技能を習得するのに必
要な経費※1で、母子（父子）家庭の児
童、父母のいない児童、寡婦が扶養
している子

　　　　　　※1授業料、材料費、交通費等
●貸  付  金
　・技能習得の場合…月額68,000円
　・自動車運転免許取得（就職内定者）の場合
　　　　　　　　　…460,000円まで
●返　　済　�修業期間終了後１年据置で、貸付期

間の２倍以内（自動車運転免許取得の
場合は10年以内）

　子どもが明るく健やかに成長していくためには、
温かい家庭が大切です。
　鹿児島県では、子どもの養育に理解と熱意、そ
して豊かな愛情を持ち、里親となっていただける
方を募集しています。
　２月に里親募集説明会を開催予定です。詳しく
は１月発行予定のお知らせ版をご覧ください。

●問  合  せ　県中央児童相談所　地域支援指導課
　　　　　　☎099-264-3003

＜就職支度資金＞
●対  象  者　�就職に際して直接必要とする被服・

履物等の購入費等で、母子（父子）家
庭の児童、父母のいない児童

●貸  付  金　100,000円
●返　　済　１年据置で６年以内

＜就学支度資金＞
●対  象  者　�来春４月に小・中学校・修学資金の

対象となる学校への入学、または知
識技能を習得させる修業施設※1への
入所に必要な経費※2で、母子（父子）
家庭の児童、父母のいない児童、寡
婦が扶養している子

　　　　　　※1厚生労働大臣が定める施設
　　　　　　※2入学金、校納金、教材費、制服代等
●貸  付  金　40,600～590,000円
　　　　　　学校種別等によって異なります
●返　　済　�修学期間終了後６か月据置で５～７

年以内

里親になりませんか
福祉課（☎33-5618）

串木野健康増進センター（☎33－3450）
　11月１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。

 楮
かじやま

山　未
み ら い

來ちゃん   ・  森
もりやま

山　陽
ひ ゆ う

結ちゃん

 田
た じ ま

島　潤
ひ ろ の

乃ちゃん   ・  和
わ だ

田亜
あ り さ

里咲ちゃん

 濵
はまひら

平　采
さ ち か

慶ちゃん

　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）

里親制度とは？
　児童福祉法に基づいて、親の事故や病気等さ
まざまな事情により自分の家庭で暮らすことの
できない子どもを、家族の一員として迎え入れ、
里親として養育する制度です。

●申  込  み　随時福祉課で受け付けています。
●そ  の  他
　・金額は平成28年11月現在のものです。
　・合格発表以前でも申請できます。
　・どの資金も連帯保証人が必要です。
　・�他にも、母子（父子）家庭の母（父）、寡婦を
対象として事業開始、事業継続、技能習得、
就職支度、医療介護、生活、住宅、転宅、
結婚等の貸付制度があります。

　・�税金や公共料金に多額の滞納がある方は貸
りられません。

母子（父子・寡婦）福祉資金の貸付
福祉課（☎33-5618）
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　市では絵本を通して親子が触れ合うきっかけに
してもらおうと、６か月の子どもに絵本をプレゼ
ントする「ブックスタート」を実施しています。
　更に今年度からは対象を広げ、３歳児にも本をプ
レゼントする「セカンドブック」事業も始めました。
対象のご家庭には文書でご案内しています。
　絵本に興味を示すこの時期のお子さんに、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歳になる子どもとその保護者
●申込方法　�図書館で毎週土曜日（第５土曜日は除

く）に開催しているお話し会で申し込
みます（代理申請不可）

●プレゼント内容　次の絵本の内から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

　平成29年１月１日現在で、本市に住所のある20
歳以上の方に市県民税申告書を１月下旬までに配
付予定です。
　ただし、次の方には申告書を配付しません。
　・�平成29年１月１日現在65歳未満で、前々年が年金

収入のみで、年額98万円以下だった方
　・�平成29年１月１日現在65歳以上で、前々年が年金
収入のみで、年額148万円以下だった方

　・�平成28年が給与収入のみで、平成28年12月に市県
民税が特別徴収の方

　・平成28年に確定申告（青色）をした方

　平成28年中（１月１日～12月31日）の所得内容が
次のいずれかに該当する方は、市県民税の申告が
必要です。所得税の確定申告をする方は、市県民
税の申告は必要はありません。
●給与所得があった次のような方
　①�勤務先から市役所へ給与支払報告書の提出が
ない方

　②�給与所得以外に他の所得（利子・配当・雑所得
等）があった方

　③平成28年中に退職し、その後就職していない方
　④医療費控除等を受けようとする方
　⑤ふるさと納税制度等で寄附をした方
●営業、不動産または農業等の所得があった方
●個人年金、満期保険等の払い戻しがあった方
※�無収入でも、個人の課税（非課税）証明や所得証
明が必要な場合は、申告が必要です。
※�遺族年金・障害年金など非課税年金の受給者は
申告が必要です。

●平成28年中の所得を明らかにする書類
・�給与所得、年金所得者…源泉徴収票または給与
支払明細書など
・�営業等所得、農業所得者…収支を明らかにする
帳簿、領収書など
※�領収書、帳簿など必要書類が不足していると、申
告書を作成できない場合があります。

●諸控除等の証明書、領収書等
・医療費の領収書　・寄附金受領証明書
・障害者手帳、障害者控除対象者認定書等
・�生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料の
控除証明書
・�国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護
保険料、国民年金保険料等の支払証明書※1また
は領収書
　※1市県民税申告書の書類と一緒に送付します。
●印鑑（スタンプ印不可）
※ 所得税の確定申告（還付申告）をする方は、預金

通帳など振込口座が分かるものが必要です。

●寡婦（夫）控除・障害者控除を受ける方へ
　�　寡婦（夫）控除や障害者控除※2を受ける方は、
税が非課税になったり軽減される場合があるの
で、申告時に申し出てください。

　※2�障害者手帳や障害者控除対象者認定書の提示が
必要です。

●医療費控除を受ける方へ
　�　医療費の領収書は、必ず「医療を受けた人」・「病
院・薬局」ごとに整理し、それぞれ１年間（１月
～12月まで）に支払った金額を集計してきてくだ
さい。
　�　また、支払った医療費に対して、健康保険の高
額療養費や生命保険金等で補てんされた金額が
あった場合も、必ず金額を控えてきてください。

　※2�医療費控除とは、支払った医療費が還ってくるもの
ではなく、１年間に支払った医療費が一定額以上
だった場合に適用され、一定額以上の医療費の金額
を所得から差し引く控除の一つです。

申告書配付について

申告が必要な方

申告に必要な書類

申告の際のお願い
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平成29年度市県民税（住民税）申告は２月16日（木）から３月15日（水）です
税務課（☎33-5616）

3歳のお子さんに絵本をプレゼント中です
社会教育課（☎21-5128）

◎重要
　国民健康保険や後期高齢者医療保険（75歳以上）の加
入者がいる世帯、または介護保険第１号被保険者（65
歳以上の方）がいる世帯の方は、家族など誰かの扶養
親族となっていても必ず申告書を提出してください。
　世帯内に申告しない方がいると、税額の軽減を受け
られない場合があります。



【国民年金保険料は口座振替がお得です】
　口座振替は、現金納付よりも割引額が大きい６
か月前納・１年前納・２年前納や、月々50円割引
となる早割制度があります。
　ご希望の方は、納付書または年金手帳、通帳、金
融機関届出印を持参のうえ、ご希望の金融機関ま
たは川内年金事務所（☎22-5276）へお申し出くだ
さい。

【国民年金保険料はクレジットカードでも納付できます】
　来年４月からは、新たにクレジットカード納付
でも２年前納が利用できるようになり、ますます
便利になります。
●クレジットカード利用上の注意
　・�引落月の前に有効期限を迎えるクレジットカー
ドの場合、更新時に改めて引落しの手続きが必
要な場合があります。引落月より前にカード
の有効期限を迎える方は、川内年金事務所（☎
22-5276）へお問い合わせください。

【電子納付（Pay-easy）の利用】
　Pay-easy なら、自宅や外出先から、夜間や休日
でも納付ができます。
　納付書に記載されている「収納機関番号」、「納付
番号」、「確認番号」を Pay-easy 対応の ATM かイン
ターネットバンキングの画面に入力するだけで納
付ができます。
　ただし、コンビニエンスストア内の複数の銀行
に対応している ATMでは利用できません。

　平成27年度の本市の農地の賃借料は次のとおり
でした。
　農地の権利設定（貸し借り）をする場合は、この
賃借料を参考に、地理的な条件や土地条件などを
考慮し、双方で十分協議のうえ賃貸借契約を締結
してください。
【平成27年度】　　　　　　　（単位 : 円／10a・件）

※�金額は、10a 当たりで100円未満を四捨五入して
います。
※突出した単価は除いて計算してあります。
※�中山間地、平坦地等の地理的条件や、基盤整備

地域、未整備地域の土地条件等の区別はしてい
ません。
※�この賃借料情報は、農地法第３条による権利の
設定、農業経営基盤強化促進法第18条及び農地
中間管理事業の推進に関する法律第18条による
利用権の設定に基づき、農地の賃貸借契約（農地
の貸し借り）で締結された賃借料を、農地法第52
条の規定により公表するものです。

　誰でも気軽にできるスポーツをとおして、体力
づくりや仲間づくりを行いませんか。
●日　　時　３月19日（日）～３月31日（金）
　　　　　　9:00～10:30（計５回）
●場　　所　B&G海洋センター体育館
●募集対象　市内に居住する小学生（１年～４年）
　　　　　　（保護者の承諾が必要です）
●募集定員　30名（定員になり次第締切）
●参  加  料　無料
●活動内容　ニュースポーツ等
●申込期間　１月27日（金）～２月28日（火）
●申込・問合せ　B&G海洋センター　☎32-8994

　独身男女を対象に出会いの応援イベントを開催
します。
　このイベントは、市の「出会いサポート事業」に
より、いちき串木野市地域女性団体連絡協議会が
開催するもので、ゲームなどを通じて、友達づく
り感覚で、気軽に参加できます。

『…まずは友だちから…』
●日　　時　２月11日（土・祝）13:00～17:00�
●場　　所　シーサイドガーデンさのさ
●内　　容　お楽しみ抽選会や様々な交流企画
●対　　象　20歳代から40歳代の独身男女
●募集人数　�男女各30人（※男性は市内に居住また

は勤務している方、本市出身者を優
先します）

●参  加  料　2,000円
●申込期限　１月20日（金）
●申　　込　�メールで名前、連絡先、住所をお知

らせください。
　　　　　　メール�koipro@city.ichikikushikino.lg.jp
●問  合  せ
　市地域女性団体連絡協議会
　会長　勝目　☎32-1184
　政策課　　　☎33-5634

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

農地の賃借料の公表
農業委員会（☎33-5647）

B&G少年少女スポーツ教室参加者募集
市民スポーツ課（☎21-5129）

「てぃーたいむとーく」の参加者募集
政策課（☎33-5634）

区　分 地
目 平均額 最高額 最低額 デ－タ数

串木野
地　域

田 4,800 7,100 1,800 4
16

畑 4,800 7,000 1,800 12

市　来
地　域

田 9,800 15,300 4,400 126
161

畑 6,600 10,100 4,800 35

計 177
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●日　　時　１月３日（火）11:00～
●場　　所　市民文化センター
※駐車場は市役所をご利用ください。

　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、12月26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。

考えて　一人一人が　納税者
（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）

成人式
社会教育課（☎21-5128）

１月の移動図書館車巡回日程
市立図書館（☎33-5655）

１月の心配ごと相談
社会福祉協議会（☎32-3183）

12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 10日（火） ９コース 19日（木）

2コース 11日（水） 10コース 24日（火）

3コース 12日（木） 11コース 25日（水）

4コース 13日（金） 12コース 26日（木）

5コース 17日（火） 13コース 31日（火）

6コース 18日（水） 14コース 2月1日（水）

7コース 20日（金） 15コース 2月2日（木）

8コース 16日（月）

お　く　や　み（11月届出分）

国民健康保険税　　　　第 5期
介護保険料　　　　　　第 5期
後期高齢者医療保険料　第 5期

12月26日

相�談�場�所
及　び
相�談�時�間

相談種別
相　談　日

相談員６日 13日 20日 27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

10日 17日 24日 －
心配ごと
相 談 員

火 火 火 －

○ ○ ○ －
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故　人 年齢 住所または 
公 民 館 喪主または届出人

古　薗　ス　ミ 95 曙　町 萬造寺　和　子
岩　元　久　治 82 生　野 岩　元　道　子
德　永　　　洋 84 光瀬上 德　永　勝　信
德　重　イサ子 75 大原南 德　重　雅　一
中　里　福　良 77 田中中村 中　里　絹　代
黒　木　浦　子 91 栄　町 黒　木　泰　洋
坂　元　フミエ 91 浜　町 坂　元　正　人
下　夷　富　子 74 岳　釜 下　夷　　　誠
石　原　テツ子 80 天　神 石　原　良　一
芹ケ野　惠　造 74 市　口 芹ケ野　リヤウ子
奥　田　満　子 93 麓 奥　田　順　子
原　田　スミエ 92 払　山 原　田　正　男
植　村　一　統 85 浅　山 植　村　京　子
下　茂　ツル子 92 松　原 下　茂　盛　雄
北ノ園　哲　男 84 島　内 北ノ園　　　隆
福　薗　六　男 87 白　浜 福　薗　澄　子
松　野　隆　夫 66 松　下 松　野　ゆかり
橋　口　洋　子 77 大原町 橋　口　正　道
中　堀　時　江 96 浜　西 中　堀　祐　次
末　吉　　　力 85 池ノ原 末　吉　浩　二
樋　掛　　　博 80 大原南 樋　掛　輝　男
橋　口　仁之助 1 西浜町 橋　口　邦　弘
若　松　憲　三 81 田中中村 若　松　エツ子
木　場　政　弘 77 曙　町 木　場　まさえ
平　石　喜　俊 87 浜　東 平　石　タ　ミ
須　﨑　英　一 83 緑　町 須　﨑　幸　子
大六野　　　悟 61 中井原 大六野　清　美
良　井　フ　ヂ 101 袴　田 黒　江　康　子
上之園　トシ子 93 高見町 濵　嵜　和　代
内　村　笑　子 83 内　門 内　村　準一郎
立　石　ヒミ子 97 白　浜 立　石　　　弘



10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。

今月のカバー
てるしまの灯り
照島地区にあるなぎさ公園のイルミネーションに多くの人が訪れています。照島地区まちづくり
協議会が新洋水産の協力を得てこの時期に開催しているものです。12 月３日の点灯式では照島
小学校音楽部の児童２４名が「きよしこの夜」などを歌い、イルミネーションに華を添えました。
この「てるしまの灯り」は来年１月１０日まで開催され、平日は 21 時、土日は 22 時まで見ら
れます。

白石　拓
たく
己
み
くん

（御倉町）

お姉ちゃんたちと仲良くね！
父 : 昌吾さん・母 : 由貴子さん

奧ノ園　詠
えい
美
み
ちゃん

（木場迫）

いつも癒されてます
父 : 陽介さん・母 : 夕紀子さん

植屋　心
はあ
斗
と
くん

（日出町）

元気に生まれてきてくれて
ありがとう♡

父 : 貴文さん・母 : 舞さん

内村　真
ま
唯
ゆ
ちゃん

（春日町）

産まれてきてくれてありがとう♡
すくすく育ってね！
父 : 彰吾さん・母 : 成美さん

伊作　煌
こう
飛
と
くん

（ひばりが丘）

兄姉と仲良く楽しく
成長していこうね

父 : 隼人さん・母 : 眸さん

木原　一
い
颯
ぶき
くん

（芹ヶ野）

生まれてきてくれてありがとう。
楽しみにしてたよ

父 : 将志さん・母 : 孝子さん

大迫　陽
ひ
葵
まり
ちゃん

（大原南）

産まれてきてくれてありがとう。
元気に育ってね

父 : 健史さん・母 : 美香さん

有村　友
ゆう
翔
と
くん

（宇都）

お兄ちゃんたちと仲良く
元気に育ってね

父 : 友伸さん・母 : 千穂さん

大塚　結
ゆう
弘
ひ
くん

（上名）

元気に産まれてくれて
ありがとう。みんなの宝♡

父 : 祐輝さん・母 : 由美子さん

白石　晴
はる
久
ひさ
くん・時

とき
久
ひさ
くん

（栄町）

生まれてきてくれてありがとう !!
二人で仲良く大きくなーれ♡

父 : 貴史さん・母 : 奈々恵さん

國生　愛
め
乃
い
ちゃん

（住吉町）

めいちゃんに会えて幸せ♡
たくさん笑って過ごそうね♡

父 : 大地さん・母 : 睦美さん

鳥井原　央
お
人
と
くん

（袴田）

元気に大きくなりますように
父 : 雅晃さん・母 : 渚さん
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