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いちき串木野市フォトコンテスト入賞作品発表

テーマ「つながる」

大賞
一般の部

準大賞

明日へ
黒木　慶太（いちき串木野市）

天にのぼれ
馬籠　秀樹　（いちき串木野市）

羽島の守
も

り人
びと

齋藤　芳彬　（薩摩川内市）

審査員評
夕日に向かう光がドラマチッ
クです。構図の余白が効果
的で、余白があることで夕日
に焦点があたります。被写体
の眼差しから、夕日をみて何
を想うのか想像をかき立た
せてくれる作品です。

鮮やかに星が輝く時、首が痛くなるほどに夜空
を眺めたくなります。特に冬の空気の澄んでい
る時の星空は、都会にはない美しさがあります。
天と地のつながりを再確認できる作品です。

おばあちゃんの笑顔が美しいです。背景の樹
の生命力とおばあちゃんに刻まれた皺と、おば
あちゃんの持っているお花。命のリズムが違う
三つが調和されていて、心が温まる作品です。
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今回で２回目となるフォトコンテスト。いちき串木野で撮影された風景や人の営み、
伝統芸能など、市内外から４25点の応募が寄せられました。

特別賞

入選

Luminous Venus … 闇に溶ける時 …
Tomoyuki Sekiyama（鹿児島市）

この日を忘れないよ
原田　里美

（いちき串木野市）

港
菊池　俊一
（鹿児島市）

いちき串木野市観光特産品協会賞

濵田酒造グループ賞

サクラカネヨ賞 JA さつま日置ヒオッキー賞

トラ退治
末吉　敏

（鹿児島市）

祭りもグローバルに
中村　吉文

（いちき串木野市）

やさしい港町
大迫　充

（いちき串木野市）

きずな―僕と君
上釜　理恵子

（枕崎市）

女の子の表情がとてもかわいいです。撮る側も撮ら
れる側も信頼しあっていることを強く感じます。ほ
んのりと雪がレフ版の代わりになって、やさしい眼
差しやかわいさが際立っています。

もろもろインパクトが強く、被写体の表情もおもし
ろいです。しゃがむ、もしくは寝そべらなければ撮
れない構図が非常に効果的で、トラの口の血しぶき
など、意外にぬかりない様子も興味深い。

モノクロだからこそみえてくる、もしくはカラーだ
とみえにくい木の存在感。風化した木やさび付いた
金属、ロープや木くずにまで意味があるのではない
かと思わせてくれる写真力があります。

背景の羽島の夕暮れ
と、被写体のライティ
ングのバランスが絶
妙です。被写体が眼
を瞑っていることで、
観る側に想像させる
隙を与えてくれてい
るところが素晴らし
いです。

政策課（☎33-5672）
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土俵入り・子から孫へ
福山　修司郎　（いちき串木野市）

もう一つの世界
黒木　慶太　（いちき串木野市）

家族の絆
中村　吉文　（いちき串木野市）

躍動
荒田　健人　（いちき串木野市）

大空を舞う大漁旗
寺田　達矢　（静岡市）

オリオンへの橋
末吉　敏　（鹿児島市）

じいちゃんのぬくもり
岩田　サツ子　（薩摩川内市）

虎が来るど～
鈴木　弘信　（鹿児島市）

心をひとつに
木塲　英朗　（いちき串木野市）

秋の色
吉村　省三　（鹿児島市）

職人の技
海江田　昌邦　（鹿児島市）

四山車共演
濵田　源二　（いちき串木野市）

小さい手で１粒ずつ
西ノ園　裕一　（いちき串木野市）

アイダンテ
西田　和代　（霧島市）

竜神　　　　　　　　   吉村　省三　（鹿児島市）
伝統芸能よ永遠に　　　長　　勝幸　（鹿児島市）
水の中は別世界　　　　上原　修一　（日置市）
鬼火焚きの日　　　　　長里　利寛　（鹿児島市）命を頂く

馬籠　秀樹　（いちき串木野市）

背中物語
船蔵　亨太　（いちき串木野市）

良か日！
脇田　佳子　（鹿児島市）

その他入選者
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仲良しファミリー
安樂　有津　（鹿児島市伊敷中　3年）

マーメイド
福田　悦子　

（神村学園高等部　3年）

ふねをつなぐおじいちゃん
木塲　亮太　

（串木野小　1年）

大賞 準大賞

入選

総評

　審査員
　写真作家　下薗詠子氏

　今回は、テーマが「つながり」ということもあり、
前年度と比べて、ポートレイトの写真が増えました。
人とのつながりを大切にしておられるんだなぁと感
じる写真もあり、撮った方々の眼差しを通して改め
て、人の持つ力を感じました。
　前年度と同様、応募写真の中ではお祭りの写真が
多かったです。魅力的な写真が多かったのも確かで
すが、イベント事ではない時の写真の中に、心に残
る写真が多かったように思います。
　色々な視点や着眼点があり、総体的にみると、住
み慣れたいちき串木野が新鮮に眼に映りました。

ユースの部（高校生以下）

姫が見たいもの
前原　彩葉

（照島小　4年）

白雪
福田　悦子

（神村学園高等部　3年）

入賞作品展
3月12日（日）～4月9日（日）　　金山ホール（薩摩金山蔵）
4月10日（月）～4月29日（月）　  サクラカネヨソースギャラリー

（吉村醸造）
 随時市の広報誌やホームページなどでご案内していきます。

■テ ー マ         つながる
■募集期間　　 H28.9.1～ H29.1.13
■入賞作品数　 31点  （うちユースの部 5点）
■応募総数　　425点 （　　〃　　　　50点）
■審 査 日 　　 H29.1.24
■審 査 員 　　 下薗詠子　氏
■主　　催　　いちき串木野市・いちき串木野市教育委員会
■協　　賛　　いちき串木野市観光特産品協会 / サクラカネヨ / JA さつま
　　　　　　　日置 / 焼酎蔵薩州濵田屋伝兵衛 / 焼酎蔵薩摩金山蔵
■後　　援　　川元写真館 / 瀬戸口写真館 / 田中写真館 / 森写真館
　　　　　　　鹿児島県写真協会 / 南日本新聞社 / MBC

いちき串木野市フォトコンテスト2016

審査員評
追憶的な心象風景で、とても素敵な一瞬をとらえてい
ます。水

みな　も

面に映るキラキラした光と、逆光の家族。特に、
私の気に入ったところは遊んだ砂の跡が芸術的なとこ
ろです。

まず、タイトルが
チャーミングで心を
くすぐられました。
このかわいいタイト
ルに相反して、7歳
の子が撮ったとは思
えない、渋かっこい
いモノクロなところ
にギャップ萌えしま
した。

被写体の腰からお
しりにかけての曲線
美がとても女性的で
す。髪が靡いている
のも手伝って、物語
性を感じます。光の
道も撮りたいから被
写体を左に寄せた
構図になった気持ち
が素直です
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　鹿児島女子高校バレー部の福永美緒さん、福永茉
緒さん、川畑美月さんの3名が、1月に出場した第69
回全日本バレーボール高等学校選手権大会（通称“春
高バレー”）で３位という成績を収めました。
　福永さん達はチームの中心選手として活躍。準決
勝で優勝候補筆頭の強豪校を相手に、粘り強くボー
ルを拾い善戦したものの、「相手はミスをしてくれな
かった」と敗れました。
　優勝を目指して頑張ってきただけに「悔しかった」
そうですが、周囲の喜ぶ反応に徐々に全国３位とい
う実感がわいてきたそうです。

　3人は小学・中学・高校と同じチームでプレーし
てきました、最後となった春高バレーでのポジショ
ンは、茉緒さんがレシーバー、美緒さんがセッター、
川畑さんがアタッカーと、まるで3人で一つのボー
ルを繋ぐかのよう。ゲーム中選手の入れ替わりの多
いバレーですが、大会中3人は一度だけ一緒にコー
トに立ったそうです。
　仲良く銅メダルを首にかけた3人は「一緒にプレー
できなくなるのはさびしい」と話しました。4月から
は進学や就職と、進む道は分かれますが今後もバ
レーボールは続けるとのこと。バレーボールを通し
て培った絆は今後もきっと続きます。

　神村学園中等部２年の西窪千尋さんが、女子ソフ
トボールU14日本代表に選ばれ、１月23日、報告
のため市役所を訪れました。U14はジュニア世代の
強化育成のため、全国から17名が選考会を経て選ば
れています。
　西窪さんは捕手。勝負強いバッティングと強気の
リードを武器に代表入りしました。選ばれたことに
ついては「素直にうれしい。責任と誇りを持ってプ
レーしたい」と、夢のオリンピック出場に向けて一
歩を踏み出しました。頑張ってください。

　1月21日と22日に宝山ホールで開かれた、第50
回鹿児島県中学校音楽コンクール「春の祭典」の合唱
で、串木野西中学校が金賞を受賞しました。同校の
金賞受賞は2年振り3回目です。
　出場したのは2年1組の23名。昨年6月から朝の会
や昼休みなどの時間を使い練習を重ねてきました。
　本番直前には皆で円陣を組んで気合いを入れ、ス
テージでは緊張せず楽しく歌えたそうで、「皆いい顔
をしていた」と担任の中塚先生は話しました。
　そして金賞のアナウンスが流れたときは、皆、手
を叩いたり叫んだりして喜びを爆発させたそうです。
　なお、串木野中学校は銀賞でした。両校ともおめ
でとうございます。

春高バレー　全国3位おめでとう

神村学園から女子ソフト日本代表に

串木野西中学校　音楽の祭典で金賞

同級生3人で戦った最後の大会
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　冠岳地区の有志でつくる冠遊会は、1月29日、鬼
火焚きを同地区で行いました。
　「厄を焼く」にかけて、やぐらに18（や）時9（く）分
に火がつけられました。参加者は89円で購入した竹
筒に、払いたい心の鬼を書き、炎の中に投げ込みま
した。また、節分が近いというのもあり、身長５ｍ
ほどの赤鬼を子ども達が豆をまいて退治すると、鬼
は炎に焼かれてしまいました。
　袴田から家族で訪れた岡元勇孝さんは、「家族が今
年も一年健康で過ごせるように」と願いました。
　会場では甘酒や豚汁も振る舞われ、参加者は体を
温めました。

　１月24日、薩州ポンカン生産者の一人、西中間勉
さん宅で「本格貯蔵薩州薩摩」の出荷式があり、生産
者や関係者約30名が、初出荷を祝いました。
　収穫した薩州ポンカンを１か月以上貯蔵庫で熟成
させ、糖度12度以上など基準をクリアしたポンカン
が「本格貯蔵薩州薩摩」です。
　今年は生産者13名が35トンの出荷を見込み、市
場関係者によると鹿児島市の百貨店や量販店などで
販売され、人気は上昇中とのことです。

　1月29日、季楽館で、いちき串木野ポンカン祭り
が開催されました。会場を訪れたお客さんは、試食
で気に入った味の生産農家のポンカンや、ポンカン
を使った洋菓子や加工品などを買い求めました。
　日置市から訪れ、贈答用のポンカンを購入してい
たご夫婦は、佐賀県にいる兄弟に毎年市来のポンカ
ンを贈っており、喜ばれて
いるそうです。

　春日町にある耕地整理記念碑に案内板が設置さ
れ、１月21日、住民など30名が集まり、地域の小
学生４名が除幕して完成を祝いました。
　この記念碑は、かつて塩田だった同地区を耕地に
改良する工事が完成したのを記念して建てられたも
ので、記念碑ができて100年目となった昨年、中央
地区まちづくり協議会がこの案内板の設置を計画し
ました。
　協議会会長の鮫島さんは、「土地のいわれや、ま
ちの歴史が分かる記念碑。知ることで地域に愛着を
持ってもらえれば」と話しました。

厄と鬼を焼いて健康な一年に ポンカン「薩州薩摩」蔵出し

名産ポンカン尽くしに人だかり 地域に愛着もって。記念碑に案内版

吹上浜荘ではポンカン湯も
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　１月７日に久米川金光さん（松尾）が、100歳の誕
生日を迎え市からお祝いの花や記念品などを贈呈し
ました。現在、本市の100歳以上の方は22名です。
　いつまでもお元気で長生きしてください。

　地方創生や規制改革などを担当する山本幸三内閣
府特命担当大臣が、1月28日と29日、鹿児島県内を
視察し、本市ではプリマハム㈱の工場や新洋水産㈲
の超低温冷凍庫などを見学しました。
　山本大臣は新洋水産で、通常使われないマグロの
血合い肉を使ったさつま揚げを試食。新洋水産の松
元要社長は、県や大学などと共同で進めている研究
を紹介。血合い肉から機能性食品を開発することで、
漁獲物の価値を高め、収益の増加が見込めることな
ど、同社の地方創生の取り組みについて説明し、山
本大臣も何度も説明にうなずいていました。

　12月４日、第36回秋季職域ソフトボール大会が
多目的グラウンドで行われ、熱戦が繰り広げられま
した。

　１月10日旭小学校の児童が、国道３号を通る車の
ドライバーに、交通安全を訴える交通安全レター作
戦に取り組みました。
　子ども達は「スピードに気を付けて」とか「信号無視
をしないで」などと書いた手作りの手紙とお守りを、
「これからも安全運転をお願いします」と言葉を添え
て手渡し、交通安全を訴えました。

Ａ級優勝　レッドフェニックス
Ｂ級優勝　南洲整形外科病院
Ｃ級優勝　ベンチャーズ

　総合観光案内所は１月24日と２月13日、市内で
働く人を対象に観光接遇セミナーを開催しました。
　講師のおもてなしプロデューサーの佐々木郁代さ
んは、元 JR 九州のつばめレディとして働いた経験
などをもとに、一生につながる出逢いを目指すこと
の大切さを説き、「一期一会に終わらせないで、一期
一生につなげよう」と呼びかけ、参加者は接客の基
本動作や心構えなど接遇の基本を学びました。
　参加者からは「いらっしゃいませの言葉ひとつ、
おじぎ一つにしても心を込めてやっていきたい。明
日から実践したい」と感想を話しました。

100歳おめでとうございます地方創生の現場を大臣が視察

運転手さん交通安全お願いします。

秋季職域ソフトボール大会

心をこめて「お♡も♡て♡な♡し」
接遇セミナー

久米川金光さん

新洋水産で説明を受ける山本大臣（一番右）
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チャレンジ農業♥おごじょ塾通信
～第4号～「みんなでわくわく♪」

緊急企画！
「おごじょ♥わくわく座談会」
平成29年１月18日

座談会で語られた
～みんなの想いや夢～

　　　　　　　　などなど…
　座談会では、ここには書ききれ
ないほどのいちき串木野愛にあふ
れた、たくさんの意見やアイデア
が出されました。「農業」をきっかけ
に、夢とワクワクがふくらみます。

　チャレンジ農業♥おごじょ塾で
は、今後も座談会を定期的に開催
し、テーマを決めて、その実現に
向けて取り組んでいきます。
　「農業」＋「わくわく」＋「おご
じょ♥パワー」で何が生まれてく
るのか…？今から楽しみです♪

農政課（☎33-5635）

　「おごじょ塾♥」鹿児島っ
ぽい可愛いネーミングだと思
いませんか？
　女性に農業のことを学んで
もらうこの取組みを他県の友
人に話をしたところ、「いちき
串木野市は良いポテンシャル
を持っている。視点を広げる
ともっと大きな成果に繋がる
のでは？」とアドバイスを受
けました。その後周りの方か
らたくさんのヒントをいただ
いて、私は「おごじょ塾は地
域活性化に繋げられる！」と
考えるようになりました。
　私の地元、大里地区のみか
ん・ぽんかんは、全国どこへ
送っても「美味しい」「これ以
外は食べられない！」と喜び
の声を頂きます。それも戦後、
地域の祖父母たちの骨の折れ
る大変な苦労の開墾のおかげ
があってこそ。みかん店の娘
に生まれ、当たり前すぎたこ
の地域の味や風景が、県外で
暮らしてきた私にはとても誇
れるものだという事を今は実
感しています。
　同じ友人から「おごじょ塾
ブランド」と「他利」というヒ
ントがありました。詳細は割
愛いたしますが、はたから見
れば無理なことと失笑されそ
うですが、私はわくわく感で
いっぱいです。薩摩おごじょ
がイキイキと生活していける
いちき串木野市にして、子ど
もたちにバトンを渡したいで
す。
　おごじょ塾で一緒にこの
街を盛り
上げてい
きません
か！？

・�「大里みかん」「大里ぽんかん」と
いったブランドを子や孫の世代
まで残したい！両親のみかん園
を継げるよう頑張る！
・�地域産農産物を活用した「アト
リエ＆キッチン」を作りたい。若
いママがイキイキと働く場にし
たいな。
・�徐福伝説にちなんで、冠嶽に「薬
膳料理」を提供してくれる古民家
レストランがあったら素敵！
・�自分たちで育てた農作物や加工
品を「おごじょブランド」として
販売したい！（かわいいロゴマー
クいり☆）
・�売れ残りの野菜を、加工などに
活用できるような仕組みがあれ
ばいいな。
・�農業に適した気候や土地がある。
もっと本市の良さを発信して、
若者を呼び込もう！

「わくわく座談会」コーディネーター

　おごじょ塾は農業に挑戦す
る女性を応援する企画です
が、単に農業の知識を伝える
場ではなくて、そこに参加す
る女性たちの「つながり」を提
供する場でもあるということ
を感じました。
　みなさんが目を輝かせ、イ
キイキと夢を語っている姿が
印象的でした。共通の目的を
持つ仲間がいれば、前に進む
ことができます。「農業」「人」
「地域」がつながって大きな
力になることを期待していま
す。これからも、食のまちづ
くり支援員として、みなさん
の夢の実現に向けてお手伝い
をさせていただければ幸いで
す。

地域おこし協力隊
高嶋直輝氏
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池田郁代さん
昨年６月、名古屋から故郷いちき串木野市へ
Uターン。実家のみかん店の経営に携わる。

収穫したレタスを運びます。

大根取ったど～ !!

チンゲンサイの間引き作業

やりだすと手が止まりません！

～おごじょ畑より～

大事に大事に。。。

豪快です！

～塾生レポート～



薩摩藩英国留学生記念館（☎35-1865）

次々と目の前に現れる異国の
事柄。留学生達の驚きを紹介
します。

英国への旅路
カルチャーショック

松村淳蔵編

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12回
　　　　　　　　　　　　  

★ 薩摩藩英国留学生記念館では特別企画展2016
　「海をわたったサムライたち～子どもたちと学ぶさつまスチューデント～」開催中（３月27日まで）
★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。

　松村淳蔵（変名 : 市来和彦）は、薩摩藩英国留学生の中で只一人、留学時の藩命「海軍運用測量」の習
得を最後まで貫徹しました。松村は羽島出航からロンドン到着までの旅路で目にした様々な事柄を、
観察を交え日記（松村淳蔵洋行日記）に残しています。日記を読むと留学生たちが触れた西洋への驚
きや心の変化を見ることができます。
●英国留学にかける思い
　下級武士の松村にとって、留学生に選抜され洋学を学ぶことは大きなチャ
ンスでもありました。
　命がけの旅路にもかかわらず、胸の高まりを次のように歌に詠んでいます。
　「花ならぬ 影も匂いて 羽島浦　更にゆかしき 今日にもあるかな」
　解釈～�今年の花も散り果てたが、そんな花よりももっと香り高いものが羽

島浦にある。それは他ならぬ我ら一行である～
●オランダ人夫婦の抱擁・キスを見て驚嘆！
　マドラス号が寄港したシンガポールでは、新たに20人ほどの客が乗船してきます。シンガポール
近隣国に商売等で来ていたオランダ人たちでした。その中に、先に帰国する妻と子を見送る夫の姿
がありました。松村はその家族が出航間際、大勢の人の目も気にせず抱擁し、名残惜しそうにキス
を繰り返す姿を目にします。別れの痛々しさを感じつつも、「西洋では親しき人との別れではこれが
礼儀であると聞いた」と記し、素直に「驚嘆した」と言っています。おそらく、�24歳の松村にとっては
衝撃の光景だったと思われます。
●驚きの連続、そして日本の将来への不安・対応
　香港で見たガス灯や石畳の道路、高層建築等の近代的な街並み、珈琲など数々の交易物資。「その
早きこと疾風のごとし」とエジプトで驚嘆した蒸気機関車。松村は、進んだ西洋文化にただ驚くだけ
でなく、「蒸気車の左右に電信機の設備を見た」と鋭い観察眼で日記に記録を残しました。旅の中で多
くのことを学びながら、西洋との差を痛感します。また、富を集積する西欧諸国と植民地の貧困。双
方を目の当たりにしながら、留学生たちは日本の将来や対応策を語り合ったことでしょう。

（次回、３月21日号�は「英国への旅路―カルチャーショック　新納久脩編―」です。）

留学生たちは旅路の行く先々で宿や食事等の手配が事前に整えられていることに驚嘆します。当時、既に西洋に
は電信技術がありました。1851年、日本の通信手段が未だ早馬や飛脚だった頃、英仏海峡には世界初の海底ケー
ブルが敷設され、海を越えた通信が可能になっていました。さらに、1866年には大西洋横断海底ケーブルも完成
していました。

こぼれ話

松村　淳蔵
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褒められて伸びる子のコラム
Vol.10

【千葉県館山市に行ってきまし
た！】
　食のまちづくり支援員　高嶋
です。
　１月16日、17日に、食のまち
づくりに取り組んでおり、食担
当の地域おこし協力隊が活動し
ている千葉県館山市を視察して
きました。

館山到着！天気が良くて思ったより
寒くなかったです！

協力隊OBでパッションフルーツ農
家の梁さんと打ち合わせ。農家の立
場、そして協力隊の立場でいろんな
お話ができました！

加工業者の「館山フルーツ工房」さ
ん。市内の生産者、加工業者、消費者、
流通業者を総合的にコーディネート
するNPO設立を計画中とのことで
す！

　
人生初のクジラ！
「クジラのタレ」という、クジラの干
物を焼いた料理。お肉とレバーの中
間みたいな味がしました。

　いちき串木野と館山、今後「食
のまちづくり」を進める中で、
食材や EAT�de 健康メニュー
などの取り組みを共有し、お互
いの交流を深めていければと思
います。

　皆さま、おやっとさぁです！
　２月６日号の「おしらせ版」に
ご案内しましたが、「麓地区歴史
探訪まち歩き」を始めました。
麓地区といえば、やはり串木野
城跡を想像なさいますか？実は
他にも興味深いスポットがござ
います。
　コースは、いちき串木野市総
合観光案内所を出発して、郵便
所跡、水道石管などを観て回り、
とある個人所有の資料館を目指
します。
　詳しくは当日のお楽しみです
が、江戸時代からの貴重な資料
を拝見することができます。

　また道中、武家屋敷群を彷彿
とさせる光景などもございます
よ。日頃の運動不足を解消する
にもちょうどよい距離で、また
新たな再発見もあるかと思いま
す。
　ご興味のある方は板垣までお
問い合わせください。

【JOIN 移住・交流＆地域おこ
しフェア＠東京ビッグサイトへ
参加してきましたよ！】
　1月の大寒波が関東地方を
襲っている中、来年度の地域お
こし協力隊員を求めて東京はお
台場ビッグサイトへ行ってきま
した！
　全国の自治体が集まる大きな
イベントで、出展団体は移住交
流と地域おこし協力隊募集ブー
スを合わせて約450団体！会場
の広さも迷子になってしまうほ
ど広く、人の数もそれはそれは、
もぅ…でした。（後日聞いたら来
場者数は約8,600人だったとの
事！）
　そんな多くの人の中から20
人ほどがいちき串木野市のブー
スを訪れて話を聞いてくれまし
た。みなさん真剣な眼差しで
前向きな方ばかり、僕はそん
な方々に地域おこし協力隊員に
なってみて実際のところは？と
いう話を良い所も悪い所も含め
て全てお話ししました。
　僕がお話しした中の誰かと来
年度いちき串木野で再会できる
のか？今からとても楽しみで
す！
　みなさんも楽しみにしていて
くださいね！

　それでは、明日2月21日でま
たひとつ歳をとるアカメガネ小
林でした♪

高 嶋 隊 員

板 垣 隊 員

小 林 隊 員
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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）

 特に若い世代がかかりやすい

 ひとりで悩まず早めに相談を。

 「こころの病気」

　もし強いストレスを感じていたり、自分がこころの病気でないかと思ったときには、早めに
周囲の人や専門家に相談するようにしましょう。こころの病気は放っておくと悪化してしまう
ことがあります。一刻も早く対策を取ることが病気の早い回復につながります。
　ひとりで悩んでいては解決できないことも、誰かの力を借りることによって大きく前進する
こともあります。家族や友人など身近な人に話しづらい時には相談窓口を利用してください。

※この他、様々な相談窓口を紹介できますのでご相談ください。

　就職難や不安定な雇用形態、経済的困窮からくる将来への不安。メールやネットの普及
で現実の人間関係をうまく築けないなど、現代社会は若い世代にとって大きなストレスをも
たらす要因があふれています。こうした状況に耐えられず、こころの病気を発症する人が増
えています。

ひとりで悩んでいませんか？
～若い世代の命を守るために～

●不安障害
　日常のあらゆることに不安を感じるように
なると不安を払拭できずに心身に様々な影響
がでてきます。吐気・手足のしびれ、急に心
臓がドキドキして息苦しくなるなど「パニッ
ク発作」が起きることもあります。

●摂食障害
　ダイエットなどをきっかけに食事を極端
に減らす『拒食症』と、その反動から一度に
大量に食べて無理に吐き出したり下剤を乱
用したりする『過食症』があります。拒食症
になるとガリガリに痩せるだけでなく月経
が止まったり、脳や内臓に障害を起こすこ
ともあります。

●新型うつ病
　近年20～30歳代の若者を中心に増えてきており、従来のうつ病のように落ち込んだ状態が続く
のではなく、自分の好きなことをしているときには気分が高揚して症状が現れにくいなどの特徴が
あります。こうしたタイプのうつ病も増加傾向にあります。

心の健康相談（串木野健康増進センター）　毎月第4月曜日　★要予約　☎33-3450

●統合失調症
　現実と非現実の境目があいまいになって考
えのまとまりが悪くなる病気です。幻聴や妄
想、意欲が著しく低下して感情が乏しくなり、
部屋に閉じこもるなど様々な症状が現れ、良
好な対人関係を保つことが困難になります。

●うつ病
　わけもなく気分が落ち込んだり、何をして
も楽しく感じられないなどの抑うつ感があ
り、物事を悲観的に捉えるようになってしま
います。また不眠や頭痛・肩こり・便秘・下
痢などの身体症状が起こることもあります。
症状が悪化すると自殺に至ってしまうことも
あります。
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地域包括支援センター（☎21-5172）

　認知症の人と家族が慣れ親しんだ地域で安心して暮らしていくためには、地域でのつながりが必要です。
地域の皆さんの理解と支えがあれば、認知症の人も介護する家族も、自分らしい生活を続けることができ
ます。「認知症は誰にでも訪れる可能性のある病気で、自分の問題でもある」という認識を持って、認知症の
人とその家族にやさしいまちづくりを始めてみませんか。
●認知症の人とのかかわり方（認知症の人の想い・願い）
　・「本人は何も分かっていない」は誤り・・・豊かな感情は残ったままです。
　・「その人らしさ（個性）」を大切に・・・「自分らしさ」を尊重してほしい。
　・「否定よりも肯定」の気持ちで・・・頭ごなしに否定せず、自分の言動を受け入れて理解してほしい。
●認知症サポーターになりませんか
　 　１時間半程度の認知症サポーター養成講座を受けると認知症サポーターになれます。認知症について

正しい知識を持ち、認知症の人や家族を温かく見守る「応援者」です。周りの人に自分のできる範囲で、
認知症の知識や対応を伝えようと努めるのも役割です。
●さりげない見守り・手助けが認知症の人と家族を支えます。
　 　挨拶や声掛けなどの見守り・手助けがあれば、認知症とその家族も安心してまちに出ることができます。

地域の皆さんのちょっとした勇気・やさしさが、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりに役立
ちます。
●「徘徊模擬訓練」を行っています。
　 　認知症の理解を深め、当事者の気持ちに配慮した声掛けや見守りができるように、また、行方不明になっ

た場合、できるだけ早く安全に保護するために、「徘徊模擬訓練」を行っています。地域の皆さんで取り組
んでみませんか。

認知症になっても地域で安心して暮らせるまちづくりを始めましょう!!

認知症を
学び
地域で
支えよう

第4回（最終回）
はじめませんか。「認知症」になっても安心して暮らせるまちづくりを！！

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。
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NEWS市政
市ではこんなことをしています

市政ニュース

　２月２日に鹿児島労働局と雇用対策協定を締結し
ました。地元企業と高校生を対象にした合同企業説明
会など、雇用の専門家である労働局と一体となり市の
雇用 ･ 労働環境の改善と就労支援に取り組みます。

　市は、鹿児島市と１月19日に、かごしま連携中枢
都市圏の連携協約を締結しました。
　日常生活や経済的な結びつきが強い周辺３市（本市・
日置市・姶良市）が中心市の鹿児島市と連携し、広域
で行政サービスを行うことで、人口減少や少子高齢社
会においても一定の圏域人口を有し、活力ある社会経
済を維持するための拠点づくりを目指します。
　具体的な取組については現在策定中で、４月から連
携した取組を始める予定です。

　２月５日、本市出身の濱﨑龍一さんに観光大使の
委嘱状が市長から手渡されました。濱﨑さんは東京
南青山にあるイタリアンレストラン「リストランテ
濱﨑」のオーナーシェフです。本市のＰＲをどうか
よろしくお願いします。
　また、当日は、濱﨑シェフと地元料理人による料
理教室も開催され、地元食材をふんだんに使った“エ
ビとキノコと安納芋のスープ”と“真鯛のかるかん蒸
し”に挑戦。濱﨑シェフの鹿児島弁による軽快な話
術もあり、参加者は楽しみながら調理し、出来上がっ
た料理に舌鼓を打ちました。

　いちきアクアホールで2月10日、地元高校生を対
象にした地元企業15社の合同企業説明会を開催しま
した。地元企業を高校生にもっと知ってもらう機会
にしようと、鹿児島労働局との雇用対策協定を受け、
ハローワーク伊集院の協力のもと、初めて開催した
ものです。
　会場には串木野高校と市来農芸高校の生徒約70名
が会場を訪れ、各会社のブースで、人事担当者が話
す会社の仕事内容や、欲しい人物像の話などに耳を
傾けていました。
　串木野高校２年生の肝付千佳さん達のグループ
は「知らなかった仕事を知ることができた。進路の
参考にしたい」「会社の思いが伝わってきた」と話し、
初めての企業説明会に得るものは大きかったようで
す。

水産商工課（☎33-5638）

政策課（☎33-5634）

観光交流課（☎33-5640）

鹿児島労働局と雇用対策協定を
締結しました

４市が連携して活力ある地域づくりに取り組みます

観光大使濱㟢龍一シェフの料理教室
地元企業知って
　　　　　高校生合同企業説明会開催
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市政ニュース

　川内原子力発電所での事故を想定し、県や周辺９市町が共
同して原子力防災訓練を1月28日に実施しました。
　震度6強の地震が発生して原子炉が自動停止、また、自宅
が倒壊するおそれがあることを想定し、公共施設に避難する
訓練を行いました。
　住民避難訓練には、中央・大原・生福の３地区から住民約
200名が参加しました。訓練では、防災行政無線や携帯電話
のエリアメールなどを見聞きし、機敏にバスに乗り込んだ
り、真剣な面持ちで検査を受ける住民の姿が見られました。
　また、今回は新たな取り組みとして、羽島地区住民を対象
に、羽島交流センターで、放射線防護施設運営訓練を実施し、
生福地区においては、自家用車による広域避難を想定した訓
練も行いました。
　今回の訓練を今後検証し、国、県とも連携を図りながら、
市の避難計画の改善に取り組んでいきます。

まちづくり防災課（☎33-5631）

農政課（☎33-5635）

重大事故に備えて原子力防災訓練を実施

農業者を対象とした収入保険制度の導入が決まりました

　政府の農林水産業・地域の活力創造本部において、青色申告を行っている農業者を対象とした収入保険
制度の導入が決定されました。

　収入保険制度は、品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少だけでなく、価格低下など
も含めた収入減少を補てんする仕組みです。主な内容は、次のとおりです。
○�　当年の収入が基準収入の９割を下回った場合、下回った額の９割（支払率）を補てんします。
　　（５年以上の青色申告実績がある場合）
○　農業者は、保険料・積立金を支払って加入します。（任意加入）
○　青色申告を行っている農業者（個人・法人）が対象です。

〈収入保険制度に入るには青色申告を始めましょう〉

　新たに青色申告を始めるためには、個人の場合、平成29年
３月15日までに、最寄りの税務署に「青色申告承認申請書」を
提出する必要があります。
　この申請を行えば、平成29年分の所得から、青色申告を行
うことができます（申告時期は平成30年２～３月）

　青色申告は、自分の経営を客観的につかむための重要なツールです。青色申告には、税制上
のメリットもありますので、早速、取り組んでみましょう。

問合せ　九州農政局鹿児島県拠点地方参事官室　☎099-222-5840

青色申告を始めるには、
まず何をすればいいの？

避難所への移動訓練

放射性物質が残っていないか調べるスクリーニング訓練
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市政ニュース

男女共同参画とは？
　男女が、互いに、その人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、
その個性と能力を十分に発揮することができる社会（男女共同参画社会基本法前文）

政策課（☎33-5672）

水産商工課（☎33-5638）消費者行政の取り組みについて

男女共同参画

　消費者行政は、悪質な訪問販売や振込め詐欺、うそ
電話詐欺などが多発する中、その役割はますます重要
となっております。
　これからも市民の皆様が安心して暮らせる地域社会
づくりを目指し、地域や関係者の皆様と連携を深めな
がら地域ぐるみによる見守りに取り組み、悪質商法を
排除してまいります。
　また、クーリングオフ、クレジットや多重債務、契
約についての知識など、身近な消費生活の問題や知識
を学ぶ出前講座や市の広報紙、各種パンフレットを活
用した啓発活動、司法書士等による無料相談会などを
引き続き開催し、被害に遭わない自立した消費者の育
成に力強く取り組んでまいります。

　　　　　　　　平成29年２月20日
　　　　　　　　いちき串木野市長　田畑 誠一

借金等でお困りの方。
ひとりで悩まず、まず相談しませんか？
～司法書士による消費生活無料相談会～

水産商工課（☎33-5638）
　クレジットや消費者金融の多重債務問題、
訪問販売などによるトラブルなど消費生活に
関する問題でお悩みの方を対象に、司法書士
による無料相談会を開催します。お気軽にご
相談ください。
○日時　３月14日（火）13:30～16:30
　　　　（相談時間は一人30分程度）
○場所　市役所（串木野庁舎）
○申込　 ３月10日（金）までに水産商工課へ申

し込みください。

男女共同参画社会のイメージ図

男性も女性も、意欲に応じて、あらゆる分野で活躍できる社会

一人一人の豊かな人生
仕事、家庭、地域生活など、多様な活動を自らの形で展開でき、男女がともに夢や希望を実現

市では、「男女共同参画基本計画」を策定し、男女共同参画社会の実現を目指し事業に
取り組んでいます。このコーナーでは、「男女共同参画」について紹介します。

職場に活気

●女性の政策・方針決定過
程への参画が進み、多様な
人材が活躍することによっ
て経済活動の創造性が増し、
生産性が向上

●働き方の多様化が進み、
男女がともに働きやすい職
場環境が確保されることに
よって、個人が能力を最大
限に発揮

家庭生活の充実

●家族を構成する個人がお
互いに尊重し合い協力し合
うことによって、家族のパー
トナーシップの強化

●仕事と家庭の両立支援環
境が整い、男性の家庭への
参画も進むことによって、
男女がともに子育てや教育
に参加

地域力の向上

●男女がともに主体的に地
域活動やボランティア等に
参画することによって、地
域コミュニティーが強化

●地域の活性化、暮らし改
善、子どもたちがのびやか
に育つ環境が実現
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市政ニュース

　 １月31日（東 京）と ２月 ６
日（京都）、明治維新150周年
や NHK 大 河 ド ラ マ「西 郷 ど
ん」放映決定をテーマにした
観光誘致のイベントが開催さ
れ、薩摩藩英国留学生記念館
の PR を行いました。
　来年に控えた明治維新150
周年において鹿児島への注目
がますます高まることが期待
されます。

　旭小学校児童は、平成５年10月１日からの無事
故期間が１月６日で8,500日を迎えました。
　旭小学校では、道路を歩くときに注意する決ま
り事“交通安全少年団10のきまり”を全校児童で唱和
し、心に刻んでいます。３年生の楠生未来さんは「通
学中は、友だちを押したりふざけたりしないように
している」と普段から道路に飛び出す恐れがあるこ
とはしないように気を付けているそうです。
　１月10日、教育長から児童代表に表彰状が渡さ
れ、普段から児童を見守っている地域のスクール
ガードや警察官などから拍手が送られました。
　これからも事故には気を付けて交通事故ゼロ一万
日を目指しましょう。

観光交流課（☎33-5640）
学校教育課（☎21-5127）

明治維新150周年カウント
ダウンイベントで観光誘致

すごいぞ交通事故ゼロ運動
無事故8500日

会場のPRコーナー

市町村

加の）円005費会年（済共害災通交度年92成平 ※
入申込書は、平成 28年度に加入された世帯のみ

 ○問合せ　まちづくり防災課　☎ 33-5631

交通災害共済家族みんなで 加入しましょう！

500円年会費
見舞金 100万円高

最 （死亡の場合）

ひとり年額 500円です。途中加入も同額です。

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

申込みは３月中に 申込期間を過ぎても
途中加入できます。

平成29年４月１日～翌年３月31日
共 済 期 間

※市町村交通災害共済は、鹿児島県市町村総合事務組合が運営しています。

に配付しています。平成 28年度分に加入してい
ない方で、来年度加入を希望する方は、まちづく
り防災課または市来庁舎市民課へご連絡ください。
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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

早目の相談・通報で
被害の拡大を防ぎましょう。

　子どもが、インターネットを利用したワンクリック詐欺・架空請求詐欺の被害に遭うケースが急
増しています。

警察総合相談窓口　　☎＃9110
消費者ホットライン　☎（局番なし）188
いちき串木野警察署　☎33-0110

　私たちの生活には欠かせないインターネットは、パソコン・携帯電話・スマートフォンの普及に
より、誰でも自由に楽しめるようになっています。一方で、インターネット上には違法・有害なサ
イトがあふれ、ワンクリック詐欺や架空請求詐欺に利用されています。
　スマートフォンやゲーム機などを利用する子どもが、知識の不足や興味本位でクリックするなど
して、こうした詐欺被害に遭う件数が急増しています。

子どもの詐欺被害が急増中

子どもの被害を防ぐには親が気を付けましょう

相談窓口

　親は子どもの持つ携帯端末にフィルタリングを設定したり、最新のセキュリティソフトを導入し
ましょう。そして、次のことを子どもとよく話し合いましょう。

●�不必要なソフトやフリーソフトをインストールしては
　いけないこと。
●怪しいサイトにアクセスしないこと。
●安易にリンクや画像・動画をクリックしないこと。
●�不審なメールにＩＤ・パスワード等を入力しないこと。
●心当たりのない電子メールを開かないこと。
●表示されている連絡先に安易に連絡しないこと。
●�あやしいと思ったら、家族や警察に必ず相談・通報すること。

架空請求詐欺 フィッシング詐欺

偽セキュリティソフト
詐欺

ＬＩＮＥ乗っ取り

アダルト請求詐欺悪徳商法詐欺

インターネット
オークション詐欺

ワンクリック
ツークリック詐欺
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　４月１日から夜間の在宅当番医療機関の診療時
間が変わります。

●夜間に診療が必要になった場合
　・�まず日頃受診するかかりつけ医に相談

しましょう。

　市内の小・中学校体育館や校庭等を利用して、ス
ポーツ活動等を行いたい団体は、次により利用登
録申請書を提出してください。
●受付期間　２月21日（火）～３月７日（火）
●登録用紙受取場所　各小・中学校
●提出場所　利用を希望する各小・中学校
●開放期間　４月１日～平成30年３月31日
※�後日、開放説明会（利用調整会）が各学校で開催さ
れます。申請した団体は、必ず出席してください。

　市と保健所では、精神障害者（統合失調症）の家
族を対象に「家族支援教室」を開催します。
　病気のことや治療のこと、「こんなとき、どうし
たらいいんだろう？」というときの家族の関わり方
など、一緒に語り合ってみませんか。
●日　　時　３月８日（水）　14:00～16:00
●場　　所　串木野健康増進センター
●定　　員　15名程度
●内　　容　講話と交流会
　　　　　　�講話テーマ「障害福祉サービスについて」
　　　　　　講師 :�日置市基幹相談支援センター職員
●参  加  費　無料
●申込・問合せ　串木野健康増進センター
　　　　　　伊集院保健所　☎099-272-6301

　ベビーマッサージで親子のスキンシップを取っ
て赤ちゃんの免疫力をアップ。ママは体を動かしリ
フレッシュ。子育てを楽しむ方法を学びましょう。
●日　　時　３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
　　　　　　小島美幸氏
●参  加  料　無料
●持ってくるもの　バスタオル・飲み物
●託　　児　あり（要予約・飲み物持参）
●申込・問合せ　３月３日（金）までに
　　　　　　さわやか子育て支援センター
　　　　　　☎33-0192（太陽保育園内）

　交通事故等、第三者の行為によってけがをし、国
民健康保険・後期高齢者医療保険で医療機関にかか
る場合、治療費は加害者が負担するのが原則です。
　必ず「第三者行為による傷病届」を健康増進課ま
たは市来庁舎市民課に提出してください。
●届出に必要なもの
　・�保険証（国民健康保険被保険者証または後期高
齢者医療被保険者証）

　・印鑑
　・�第三者行為による傷病届（書類は市役所にあり
ます）

　・�交通事故証明書（鹿児島県交通安全教育セン
ター内の自動車安全運転センター発行）

　鹿児島まぐろ船主協会主催の串木野まぐろフェ
スティバルが、４月29日（土・祝日）と30日（日）に
串木野漁港外港で開催されます。
　出店を希望する事業者は、次の説明会に出席し
てください。
●日　　時　３月14日（火）　14:00～
●場　　所　串木野市漁協漁民研修センター
　　　　　　３階会議室（串木野浜町郵便局隣）
●対  象  者　市内に店舗・製造工場等がある事業者
　　　　　　※�今回の説明会に出席しない事業者

は出店できません（代理出席可）。
●問  合  せ　鹿児島まぐろ船主協会　☎32-2181

おしらせ版おしらせ版
在宅当番医の診療時間が変更になります

串木野健康増進センター（☎33-3450）

来年度の学校体育施設利用登録を受け付けます
市民スポーツ課（☎21-5129）

精神障害者家族教室を開催
串木野健康増進センター（☎33-3450）

～国保・後期高齢者保険からのお知らせ～
交通事故等にあったら届出を

健康増進課（☎33-5613）

ベビーマッサージ＆産後シェイプアップ体操教室
参加者募集

福祉課（☎33-5618）

第26回串木野まぐろフェスティバル
出店事業者説明会

水産商工課（☎33-5637）

平日夜間 日曜・休日

18:00～22:00 8:30～22:00
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　平成29年度奨学生を次のとおり募集します。
　奨学金制度を見直し、以下の点を変更しました。
・成績による制限の撤廃
・授業料の減免による奨学金の減額を廃止
・返還方法の緩和
　詳しくは教育委員会へお問い合わせください。

【いちき串木野市奨学生】
●資　　格　・�本市に１年以上在住する方の子弟

で学資の支弁が困難と認められる方
●金　　額
　�月額15,000円以内…高等学校、特別支援学校の
高等部、高等専門学校及び専修学校の高等部
　�月額30,000円以内…大学、専修学校及び高等専
門学校の専攻課程

●貸与期間　正規の修学期間
●募集人員　10人程度
●返還方法
　�　卒業後１年経過時点から貸与月数の２倍の月
数以内に返還（無利子）となります。

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

　②本市に１年以上在住する方の子弟であること。
●金　　額　月額30,000円以内
●貸与期間　正規の修学期間
●募集人員　若干名
●返還免除
　�　卒業後３年以内に本市で農業経営を始め、経営
期間が３年を超えた場合は返還が免除。ただし、
３年以内で経営しなくなった場合は、１年経過
時点から貸与月数の２倍の月数以内に返還。

【いちき串木野市まぐろ漁船乗組員養成奨学生】
●資　　格
　・�水産課程のある高等学校、船舶通信技術を取
得できる高等学校、海上技術学校及び海上短期
大学に在学または進学予定で、次の要件に該当
する方

　・�上記の学校を卒業後、本市に在籍するまぐろ
漁船に３年以上乗船すると認められる方

●金　　額　月額30,000円以内
●貸与期間　正規の修学期間
●募集人員　若干名
●返還免除
　�　卒業後引き続き本市に在籍するまぐろ漁船に乗
船する期間が３年を超えた場合は、返還免除。た
だし、３年以内で乗船しなくなった場合は、１年
経過時点から貸与月数の２倍の月数以内に返還。

　臨時職員を募集します。応募する方は、総務課
にお問い合わせください。

●雇用期間　４月１日～平成30年３月31日（更新あり）
●選考方法　面接（日時は後日連絡）

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

●補　　償　加入区分で補償内容が異なります
●平成29年度加入受付について
　・受付開始　３月１日（水）から
　　※加入申込書は市民スポーツ課にもあります。
　・保険期間　４月１日～平成30年３月31日
　　※�ただし、４月１日以降の申込は掛金振込日

の翌日から有効となります
●問  合  せ　（公財）スポーツ安全協会鹿児島県支部
　　　　　☎099-813-1108

平成29年度奨学生募集
教育委員会総務課（☎21-5126）

臨時職員募集
総務課（☎33-5625）

スポーツ安全保険に加入しましょう
市民スポーツ課（☎21-5129）

対象者 対　象 区分 掛　金

子
ど
も

スポーツ・文化・ボラン
ティア・地域活動 A1 800円

上記団体活動に加え個人
活動も対象 Aw 1,450円

大
人（
高
校
生
以
上
）

スポーツ活
動
スポーツ活
動の指導・
審判

64歳以下 C 1,850円

65歳以上 B 1,200円

文化・ボランティア・地
域活動
団体員の送迎等

A2 800円

全年齢 危険度の高いスポーツ活
動 D 11,000円

●申込方法　�奨学生願書に必要書類を添えて提出
してください。願書等は教育委員会
総務課（市来庁舎３階）にあります。

●申込期限　４月14日（金）
●申込・問合せ　教育委員会総務課

職種 市来幼稚園教諭
（クラス担任）

旭幼稚園教諭 社会教育指導員

募集数 １人 １人 4人

勤務時間 8:15～17:00
（土日祝日休み）

8:15～14:00
（土日祝日休み）

8:30～17:15
（週4日勤務）

賃金 日給6,900円 時給810円 月給109,000円

資格 幼稚園教諭免許
（応募時に免許状の写しを添付のこと）

教員免許または
社会教育経験者

担当課 教育委員会総務課
☎21-5126

社会教育課
☎21-5128

応募締切 ３月８日（水） 3月3日（金）
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☆むし歯０
ゼロ

おめでとう☆
（５歳児歯科検診結果）

●３つの習慣
　１.��寝たばこは、絶対やめる。
　２.��ストーブは、燃えやすいものから離れた位置

で使用する。
　３.��ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず

火を消す。

●�強風時及び乾燥時には、たき火、火入れは止め
ましょう。

●たばこの投げ捨ては、絶対止めましょう。

●�車両火災予防のために、日ごろから車
両の適正な管理と整備を心がけましょう。

●�乗車定員11人以上の自動車など消火器設置義務
車両は、消火器の点検整備も行いましょう。

●４つの対策
　１. 住宅用火災警報器を設置する。（※1・２）
　２.��寝具、衣類及びカーテンへの着火を防ぐため

に、防炎品を使用する。
　３.��火災を小さいうちに消すために、住宅用消火

器等を設置する。
　４.��高齢者や身体の不自由な人を守るために、隣

近所の協力体制をつくる。

　薩摩藩英国留学生記念館では、飲み物とお菓子
を楽しみながら歴史・文化を学ぶ「カフェ・アカデ
ミア」を毎月１回開催しています。
　３月は「カフェ・アカデミアキッズ」として、小
中学生を対象にした企画展の解説・クイズツアー
を開催します。
●日　　時　３月26日（日）　14:00～16:30
●場　　所　薩摩藩英国留学生記念館
●内　　容　・�砂田記念館プロデューサーの展示

解説
　　　　　　・レクチャー（ティータイム）
　　　　　　・館内クイズツアー
●対　　象　小中学生（大人同伴）
●参  加  料　小中学生1,000円　高校生以上1,800円
　　　　　　（観覧料・飲み物、お菓子代含む）
●申込・問合せ　薩摩藩英国
　　　　　　留学生記念館

　春季全国火災予防運動　３月１日（水）～３月７日（火）
　山火事予防運動・車両火災予防運動もあわせて行われます。
　この時季は季節風が強く、空気が非常に乾燥するため火災が起こりやすくなります。
　一人ひとりが、火の取扱いには十分注意して火災を出さないようにしましょう。

子どもたちとティータイム・レクチャーはいかが？
～子どもにわかりやすい特別企画展を開催中～

薩摩藩英国留学生記念館（☎35-1865）

串木野健康増進センター（☎33-3450）
　１月20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。

　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を目指しましょう！

ゼロ

☆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。
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全国統一防火標語　消しましょう その火その時 その場所で　　　　　　　　　　
消防本部（☎32-0119）

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント（３つの習慣・４つの対策）

山火事予防対策

車両火災予防対策

住宅用火災警報器を設置しましょう
※１�住宅用火災警報器は、平成23年６月１

日から、すべての住宅に設置が義務づけ
られています。

※２設置済みの方へ
・�１年に１回程度、作動点検と清掃を行ってください。
点検は、点検ひもを引くか点検ボタンを押します。
清掃は、掃除機等でほこりを取りましょう。
・�電池の交換時期になったら電池を取りかえるか新し
い機器へ交換しましょう。
・�詳しくは取扱説明書または（一社）日本火災報知機工
業会のホームページをご覧ください。
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●開  催  日　３月４日（土）
●場　　所　串木野高齢者福祉センター
●参  加  料　無料
●主な内容
　・ボランティアのつどい（9:30～11:50）　
　　活動発表 : 市来小学校、市来中学校、他
　・ふれあいひろば（8:30～14:00）
　　非常炊き出し体験（8:30～9:30）　
　　直売コーナー（8:30～14:00）
　　体験コーナー（つどい終了後～14:00）
　　�車いす・アイマスク・高齢者疑似体験
　　展示コーナー（２月27日～３月４日）
　　　市内公立小中学校・ボランティアグループ等

　市ではビブリオバトル大会を開催します。ビブリ
オバトルとは、発表者がそれぞれ決められた時間
内に本を紹介し、来場者が一番読みたいと感じた
発表者に投票し、優勝を決める書評合戦です。ぜひ、
ご来場いただき新しい本との出会い、読書の素晴
らしさに触れてみませんか。
●日　　時　２月26日（日）10:00～12:00
●場　　所　いちきアクアホール　多目的室
●観覧無料　�来場者は全員審査員として投票でき

ます。

　働く女性の家で自主活動しているグループが日
頃の学習成果を発表する『働く女性の家まつり』を
開催します。多数の皆様のご来館をお待ちしてい
ます。
●日　　時　３月８日（水）～３月11日（土）
　　　　　　9:00～17:00（最終日は15:00まで）
●場　　所　働く女性の家
●内　　容
　・作�品�展　�書道、古布パッチワーク、アメリ

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

　・活動発表　�３月11日（土）　13:30～15:00
　　　　　　　�社交ダンス、リズム＆ストレッチ体

操、フラメンコ、フラダンス、エア
ロビクス、日本舞踊、自彊術など

●前  夜  祭　４月８日（土）17:00～20:00
　　　　　　�冠岳（徐福）展望公園にて、湯神楽や、

田中星児ミニコンサート等を開催
●本　　祭　４月９日（日）8:30～16:15
　・地車曳行
　　9:00～11:50
　　　�上石野公民館～生冠中学校前～多目的グラ

ウンド駐車場
　　13:30～16:15
　　　�多目的グラウンド駐車場～南方神社～下石

野公民館
　・�フリーマーケット、生福市、芸能、甘酒の振
る舞い、お楽しみ抽選会、おにぎりセットの販
売など（多目的グラウンド駐車場）

 出店者募集
　食べ物を販売する店とフリーマーケット出店者
を募集します。
　３月22日（水）までに生福交流センターに申し込
んでください。
●問  合  せ　生福交流センター　☎32-4869
　　　　　　（平日9:00～15:00）

　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。

●問  合  せ　社会福祉協議会

ボランティアフェスタ2017
社会福祉協議会（☎32-3183）

ビブリオバトル大会を見に来ませんか
社会教育課（☎21-5128）

働く女性の家まつり開催
働く女性の家（☎32-7130）

第16回徐福花冠祭
観光交流課（☎33-5640）

３月の心配ごと相談
社会福祉協議会（☎32-3183）
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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 31日

金 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 − −

○ ○ ○ − −



　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、お問い合わせください。

※�１、２、３、７、８、９、15コースについては、
前日に防災無線で放送いたします。

●日　　時　３月26日（日）　13:30～
●場　　所　いちきアクアホール２Ｆ多目的室
●内　　容　児童向けアニメの上映、読み聞かせ

　本の貸出・返却、本の整理、展示などの図書館
のお仕事を体験したい小学生を募集します。
●日　　時　３月25日（土）14:00～15:30
●場　　所　図書館串木野本館
●募  集  数　小学生５名（定員になり次第締切）
●申込受付　�３月４日（土）から図書館本館で受付

開始。電話では申し込めません。

　納期限内の納付にご協力ください。
　今月の口座振替日は、２月27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。

税金は　未来を守る　一つの手
（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）�

３月の移動図書館車巡回日程
市立図書館（☎33-5655）

ミニシアター
市立図書館（☎33-5655）

としょかん体験募集
市立図書館（☎33-5655）

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 休み

4コース 10日（金） 12コース 休み

5コース 14日（火）
13:05～ 13コース 休み

6コース 15日（水） 14コース 休み

7コース 17日（金） 15コース 30日（木）
川上小休み

8コース
20日（月・祝）
西中休み

（西中のみ3日（金））

お　く　や　み（１月届出分）

国民健康保険税　　　　第 6期
介護保険料　　　　　　第 6期
後期高齢者医療保険料　第 6期

２月28日

２月の市税納期
税務課（☎33-5682）
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故　人 年齢 住所または 
公 民 館 喪主または届出人

萬　　　香　次 74 緑　町 萬　　　ゆみ子

白　石　　　勲 68 松　尾 白　石　美　代

岡　下　　　学 64 照島下 岡　下　フミエ

白　澤　友　紀 43 西浜町 白　澤　健　太

岩　下　優　秀 71 袴　田 岩　下　良　江

上潟口　一　二 97 大原町 小　村　善　成

夏　越　和　子 71 照　島 小　西　チエ子

木　場　祥　文 71 浜　町 木　場　百合子

鮫　島　規　光 78 大原南 鮫　島　慶　子

久木野　才　藏 89 久木野 久木野　マスヱ

田重田　義　隆 79 下手中 田重田　尊　盛

原　口　忠　吉 90 祇園町 原　口　千　里

田　中　　　宏 72 袴　田 田　中　悦　子

平　石　正　美 74 浜　東 平　石　トモ子

米　盛　　　勝 72 元　町 米　盛　崇　子

下　鶴　千代子 82 浜　東 下　鶴　　　勉

平　石　和　巳 87 浜　東 平　石　ト　ヱ

須納瀬　テ　ル 97 春日町 須納瀬　博　之

間　瀬　和佐子 84 西浜町 間　瀬　郁　美

田　畑　カ　ズ 80 浜　中 田　畑　純　和

有　村　シズカ 83 別　府 有　村　実　益

新　村　　　繁 82 宇　都 新　村　繁　久

中　屋　敏　治 88 平　江 中　屋　文　雄



12月届出分
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「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。

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。

米丸　伊
い
織
おり
くん

（旭町）

大きく伸びのびと育ってね !!
父 : 博暁さん・母 : 友芳さん

久保　颯
そう
大
た
くん

（天神）

出会えたことに感謝。

これから色んな思い出つくろうね♡
父 :尚之さん・母 :あやのさん

樋之口　愛
あい
ちゃん

（麓）

お兄ちゃんお姉ちゃんと仲良く
元気に育ってね♡

父 : 大作さん・母 : 彩さん

内園　桜
さく
愛
ら
ちゃん

（石川山）

父 : 祐樹さん・母 : 梨香さん

今月のカバー
写ガール
今月のカバーはフォトコンテストの作品発表にあわせたイメージ写真です。“今回は若い人の作品も多
かったな～。テーマは「つながる」だし、なんか懐かしいけど少し若いイメージで表紙飾りたいな～”と
お気楽に考えて撮影に臨んだものの、これが難しい！イメージを作り込む撮影の難しさを痛感しました。
一方、入賞した作品を拝見すると、みなさんの意図やイメージが見事に写真に表現されており、感動や
感情が伝わってくるものばかり！3月12日からは作品展が金山蔵で始まります。ぜひご覧ください。

お名前のみ
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