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3月は別れの季節。今年度ともお別れです。
印象に残った出来事を振り返ってみましょう。

平成28年度のわがまち　いちき串木野市

　4月14日と16日の2度にわたって発生した震度
7の地震。204人（注１）が亡くなり、17万棟の家屋な
どが被害を受けました。「まさかこんなところで巨
大地震が起きるとは・・・」被災者から聞かれた
言葉です。
　隣県で起こったこの大災害に、本市の市民から
も物資やボランティア、義援金など、多くの支援
の手が差し伸べられました。
　私達も今一度、防災への備えを確認しましょう。

　地域おこしや地方の暮らしに興味のある人
たちを迎え入れ、地域活動に取り組む地域お
こし協力隊に3名が着任しました。
　3名は”移住定住支援”、”観光”、”食のまちづ
くり”をテーマにそれぞれ取り組んでいます。
隊員は毎月青空市を開催したり、まち歩き企
画を開催したりレシピ集の製作に取り組んだ
りと精力的に活動しています。
　4月からは、隊員が1名増える予定です。ど
うか市民の皆様よろしくお願いいたします。

　10月21日、市が51％を出資する地域電力会
社が設立しました。人口が減少し、まちが存続
できなくなることを防ぐため、市が取り組む2
本の柱のうちの一つ「環境維新のまちづくり」に
もとづく施策です。
　太陽光発電や風力発電
など、電気の地産地消を通
して雇用や新産業の創出に
取り組みます。
　売電利益は、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。私たちがいつ
までも住み続けられるまち
にするための電力会社で
す。

　7月2日、食の情報発信の拠点、「食彩の里いち
きくしきの」がグランドオープンしました。食彩
の里には、総合観光案内所と海鮮まぐろ家、物
産館さのさ館の３つの施設があります。
　食彩の里は串木野インターにも近いことから、
最近では海外の観光客が観光バスで訪れるよう
になってきており、今後が期待されます。

注１　H29.2.21熊本県発表避難生活等における身体的負担による死亡含む

（隊員左から）高嶋直輝・板垣勝・小林史和

熊本地震に支援の手

地域おこし協力隊来る

いちき串木野電力設立

「食彩の里いちきくしきの」オープン
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4月

1日

地域おこし協力隊第一号小林史和さん着任
関西市来会会長 道岡久雄氏 観光大使に
総合観光案内所リニューアルオープン
副市長に中屋謙治氏就任
農業委員（12名）就任

7日 ななつ星 in 九州を市来駅でおもてなし始める（毎週木曜日）
9日 第15回徐福花冠祭（〜10日）
17日 黎明祭
18日 3年振りまぐろ水揚げ
24日 第59回串木野浜競馬大会
30日 第25回まぐろフェスティバル（〜5/1日）

5月

20日 防災情報等メールサービス運用開始

21日 第36回愛のカーネーション献血
荒川ほたるでナイト（〜22日）

22日 第9回いちきウオーキング大会
28日 傘酔夜市

6月 16日 羽島大火から50年

7月

1日 地域おこし協力隊　板垣勝さん　着任
農地利用最適化推進委員（3名）就任

2日 「食彩の里いちきくしきの」グランドオープン
10日 国政選挙から選挙権が18歳以上に
13日 萬造寺斉生誕130周年
14日 地域おこし協力隊　高嶋直輝さん　着任

16日 第46回串木野さのさ祭り（〜17日）
MBC タレント西上原愛さん観光大使に

18日 第20回海の日クリーン作戦
24日 漢林王囃子が祇園祭のお神酒所で80年ぶりに披露
28日 第19代鹿児島県知事に三反園訓氏就任
29日 ㈱サンクスフーズと㈲俣木鉄工所と立地協定

30日 サマーフェスタ in 市来
市来湊祇園祭

8月

6日 冠岳せせらぎフェスタ
7日 七夕踊
15日 戦没者追悼式
21日 羽島南方神社太鼓踊

28日 川上踊
生福市

28日 第14回マリンビーチフェスタ

9月 18日 まちなかマルシェ始まる
22日 虫追踊

10月 10日 まぐろの日で生産者の直売。学校給食ではまぐろのメニュー（10/7）
21日 いちき串木野電力設立

10月
29日 いちき串木野づくし産業まつり〜地かえて祭り〜（〜30日）

31日 いちき串木野市第2次総合計画基本構想案の答申
市文化祭（〜11/6）

11月

13日 旭地区で総合防災訓練
18日 第1回鹿児島県金山交流会
22日 英語暗唱・スピーチ大会
23日 かんむりだけ山市物産展
27日 地区対抗駅伝競走大会

12月

3日 いちき串木野風土記刊行

4日
ふれあいフェスタ
第13回田園荒川ず’カップゴルフ大会
学童親善ドッジボール大会

11日 第19回れいめいウオーク羽島・土川大会
18日 第19回チルドレンフェスティバル
20日 広報紙がスマホ用アプリ「マチイロ」で見られるように
25日 神村学園高等部女子駅伝部全国3位

1月

3日 成人式
4日 北海道日本ハムファーターズ飯山裕志選手観光大使に
6日 旭小学校無事故8500日
8日 出初式
15日 第19回元気な街づくりウオーキング大会
19日 かごしま連携中枢都市圏連携協定
28日 原子力防災訓練
29日 いちき串木野ポンカン祭り

2月

2日 雇用対策協定（鹿児島労働局）
5日 生涯学習大会
10日 高校生のための合同企業説明会開催
14日 4年振り独航船のまぐろ水揚げ
18日 いちき串木野かるた大会

19日 第7回音楽のつどい
第64回県下一周市郡対抗駅伝競争大会（本市通過）

20日 市フォトコンテスト入賞作品発表
26日 ガウンガウン祭り
28日 串木野高校生スイーツ「KARAPON」南九州ファミリーマートで期間限定で発売

3月

5日 第21回徐福ロマンロードウオーキング大会
太郎太郎祭り

7日 市来えびす市場食堂オープン

12日 薩摩街道歴史探索ウオーキング大会
びょうびょう祭り

22日 空家バンク協定調印
31日 いちき串木野市療育園閉園

平成28年度年表　（主なもの）
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特集　市政懇話会

　今年度から、地区からの申し込みを受けて開催する方式にリニューアル
した「市政懇話会」。市内６会場で255人の市民に参加いただきました。
　会では、地区ごとに事前に提出されたテーマへ回答したほか、多くのご
意見・ご要望を伺いました。庁内で検討し、今後のまちづくりに活かして
まいります。
　今回は、地区のテーマに対する市の考え方のうち一部を紹介します。市
のホームページでもご覧になれます。
　なお、市の考え方については、会の開催時点のものです。ご了承ください。

市政懇話会参加者数

地区テーマに対する市の考え方

●実効性のある避難計画について（大原地区）
　質問の内容
　�　新知事体制となり、川内原発の隣接市に住む私たちにとって実効性のある避難計画が期待されるが、市
長の考えを伺いたい。

　市の考え方
　�　知事は、熊本地震に起因する県民の不安の払しょくのために、九州電力に対し２回にわたり川内原発の
一時停止による安全点検と避難計画への支援等について申し入れ、特別点検の実施と避難車両の配備拡充
等の避難計画への支援策について一定の成果を引き出したものと考えています。
　�　また、知事自らが、本市をはじめ原発周辺を視察し、９月の県議会において避難計画の改善・強化の一
環として、屋内退避の手順を明確に示すなど、県地域防災計画の見直しを検討する考えを示しているので、
その推移を注視したいと考えています。
　�　さらに、県は、避難計画の更なる実効性の確保を図るため、県道川内串木野線の整備・改修を進め、現
在荒川～白浜間のトンネル工事に着工していますが、市としては、引き続き国・県に対し、避難道路の点検・
改修、避難所の整備に加え、避難行動要支援者の避難車両の確保対策や放射線防護施設の整備区域の拡大
等について要望していきたいと考えています。
　�　また、県と連携を図りながら、避難訓練等を通じて課題を抽出し、市民の皆様の意見等も勘案して避難
計画のさらなる充実等に努めます。

地区名 開催日 参加者数
生　福 7月21日 44人
大　原 11月４日 59人
照　島 11月11日 43人
荒　川 11月21日 36人
中　央 11月22日 39人

湊 2月16日 34人
合　　　　計 255人

平成28年度
市政懇話会を開催しました

政策課（☎33-5634）

市政懇話会会場の様子 トンネル工事が進む荒川橋付近 ほ場整備が進む川南地区
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特集　市政懇話会

●備品購入に対する市補助金の交付について（照島地区）
　質問の内容
　�　非常に暑さが厳しく、公民館で行うころばん体操などの地域活動に支障があり、クーラーを設置したい
が多額の費用がかかる。現在の市の補助制度では公民館の大型備品は対象外となっているため、交付対象
を拡大してもらえないか。

　市の考え方
　�　市では、自治公民館の新築及び増築、改修、補修に対し、市民の皆様の多額の費用負担を軽減するため、
「自治公民館建設整備事業補助金」を設け助成を行っています。
　�　自治公民館の改築・補修については、�50万円以上の整備事業を対象として、補助対象経費の３分の１、
100万円を限度として補助をしていますが、この事業は公民館の建屋そのものの整備に対して助成している
もので、今回要望のある冷房機器などの備品は助成対象となっていません。
　�　ただ、今やエアコンは生活必需品であり、熱中症対策からも欠かせないものになっています。
　�　これらの状況等も勘案して、冷暖房機器の設置についても公民館の空調機能の改修とみなし、同補助金
の対象に加えることで検討を進めたいと思います。

●民生委員・児童委員の選任にかかる市のサポートについて（中央地区）
　質問の内容
　�　同委員の交代希望者は毎回多いと聞いている。一方、委員希望者が極めて少ないため、公民館長は後継
者選びに苦心しており、希望者が増える対策を検討してほしい。

　市の考え方
　�　民生委員・児童委員は、地域の実情をよく知り、良き相談相手として活動していただいており、民生委員・
児童委員の果たす役割は大きく、また、地域の方々に頼られる身近な存在としてますます重要な方々となっ
ています。このようなことから、民生委員・児童委員の選任にあたっては、地域の実情をよく知っている
公民館長へ推薦をお願いしていますが、選任にあたっては大変苦労しているとのことで、委員には事前に
残留・交代の意向を伺い、公民館長の負担の軽減に努めているところです。
　�　なお、選出に苦労している公民館には、これまでも福祉課職員が出向いて、制度の仕組みや民生委員・
児童委員の重要性を説明するなど、公民館との連携を図っています。
　�　また、委員の交代にあたっては、前任者が事前にめぼしい方を見つけ、交代がスムースにいっていると
ころもあると聞いています。

●本市の農業の展望について市の考えは（湊地区）
　質問の内容
　�　今後の農業への展望や姿勢について、どのように考えているか。
　市の考え方
　�　農業の現状としては、少子高齢化の進行に伴う担い手農家や販売農家の減少、新規就農者の不足、耕作
放棄地の増加問題など課題が山積している状況です。
　�　このような状況を踏まえ、各種基盤整備を推進し、意欲ある農業者に対し機械・施設の共同化を進める
とともに、農地中間管理事業を活用し、担い手への農地集積や青年就農給付金制度の活用による新規就農
者の確保など積極的に推進してきました。
　�　今後は、収益性の高い地域営農の仕組みを構築することが重要であり、その支援に努めることが、今後
の農業振興のあるべき方向ではないかと考えています。
　�　そのため、これまでの取り組みをさらに進め、地域農業リーダー等担い手を確保し、農作業の受委託や
農地の有効活用のために集落営農組織等の新たな地域営農を図ります。また地域の特色をいかした収益性
の高い品目の導入や規模拡大、特産品の開発・ブランド化の確立に努め、安定的な消費・流通の確保を図
りながら、持続性かつ収益性の高い魅力ある農業の振興に努めていきたいと考えています。
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　２月19日、県下一周駅伝が本市を通過する２日
目、コース沿いには多くの市民が集まり、選手に声
援を送る姿が見られました。
　金山峠の頂上にある芹ケ野郵便局前では旭小学校
の児童が、選手の名前が入った全チームのボードを
用意。選手が通過するたびに高く掲げて選手の力走
を後押ししました。
　「選手は必死に走っててすごかった」と話した５年
生の久保聖也君も「頑張れ―！」と大きな声をあげて
応援。きっと選手に届いたことでしょう。
　日置地区は郷土入りする５区に飯嶌友哉選手。旭
小児童の応援を受ける６区は松﨑雄大選手（ウッド
タウン）を起用。両選手とも日置地区日間２位に貢
献する力走を見せました。また、日置地区は総合4
位に入り、Aクラス入りの健闘を見せました。

　島平第一漁業生産組合の第２松栄丸が２月14日
串木野漁港外港に入港し、インド洋で獲ったキハダ
マグロ約10トンを水揚げしました。
　まぐろ漁船としては平成25年以来、実に４年ぶり
の水揚げに多くの市民が見学に訪れました。
　船主の松元要組合長は、「ここで水揚げしたまぐろ
は産地がいちき串木野になる。漁業の活性化のため
にもできるだけ地元で水揚げしていきたい」と話し
ました。
　また、3月2日には、串木野まぐろ㈱の第28松福丸・
第88大洋丸がアフリカ沖で獲ったキハダマグロを
マグロ冷凍運搬船から水揚げしました。

　12月、濵田廣子さん（昭和通）から100万円の寄付
をいただきました。
　濵田さんが寄付を思い立ったきっかけは、貧困世
帯が増えているという報道です。濵田さんは小学１
年生のころ父親を亡くしました。貧しいながらも周
りの人たちに支えられ、「恵まれた日を過ごした」そ
うです。
　そうした自身の経験もあり、今回の寄付を通じて、
貧しい家庭の子ども達に「『周りは温かい気持ちを忘
れていないんだよ』というのを伝えたい」との思いが
あります。
　市では寄付金をいったん基金に積み立て、濵田さ
んのそうした思いを形にするにはどのような方法が
よいか検討しています。

県下一周駅伝

選手を名前入りパネルで応援

まぐろ船４年振りの水揚げに沸く

「子ども達に温かい心届けて」100万円寄付

力走する松﨑雄大選手

6



　　市来町漁業協同組合が、3月7日、市来えびす市
場内に、食堂をオープンしました。
　食堂では、地魚やチリメンがふんだんに使われた
海鮮丼やその日の水揚げで魚が変わる煮魚定食な
ど、組合員が獲ってきた新鮮な魚を使ったメニュー
12種類が用意されています。
　大久保光朗組合長は、「自慢の地魚・地域・食材を
堪能してほしい」とあいさつし、関係者が見守る中
テープカットでオープンを祝いました。
営業時間11:00〜15:00（オーダーストップ14:30）
定休日第２・第４水曜日

　日置地区生活研究グループ連絡協議会が、「かごし
まの“食”活動表彰」地産地消部門で大賞を受賞し、
１月26日、会長の松下洋子氏が、県庁で知事から表
彰状を受け取りました。
　同協議会は、いちき串木野市と日置市の生活研究
グループ員で構成され、昭和60年夏に県内で初めて
手作りの農産加工品セットの販売を始めました。以
来、31年間継続して同セットを販売しており、地産
地消活動の推進と、食の安心安全への取組みが評価
され、今回の受賞となりました。
　本市生活研究グループは、「食農楽バスツアー」や
「食の伝承講座」などの食育活動にも熱心に力を入れ
ており、今後ますますのご活躍が期待されます。

　市来農芸高校の生物工学科で養豚を専攻している
奧鳳也さんたち生徒10名が、２月13日川上小学校
を訪れ、出前授業を実施しました。
　黒豚のことを知って食べ残しが少なくなってもら
いたいと、出前授業では黒豚に関するクイズのほか、
黒豚が生まれてから食肉になるまでを描いた絵本を
朗読しました。その後、生徒が育てた黒豚を使った
給食をみんなで一緒に食べました。
　川上小の児童からは、「これから命を頂いていると
思いながら給食を食べたい」と感想が聞かれました。

　荒川の大河内地区の棚田を後世に残していこう
と、棚田の耕作者や地権者16名が、“おごっ「段の華」
つくい手の会”を結成し、2月27日総会が同地区の公
民館で開かれました。「おごっ」とは方便で“大河内”
のこと、「段の華」は、“華”があるようにと願いを込
め、大河内にある地名をもじったものです。
　棚田の維持には、あぜの草刈りや水路の掃除など、
多くの労力が必要です。会では、棚田基金事業を活
用して、保全活動に取り組む予定です。
　会長に選ばれた蓑手不二人さんは、「皆と話しをし
ながら作業をすれば楽しみも出てくる。協力してこ
の棚田を守っていきたい」と抱負を語りました。
　なお、川上の舟川後地区でも棚田保全に向けた活
動を始めています。

地産地消部門で大賞を受賞
～かごしまの“食”活動表彰～

地魚たんのうして
えびす市場食堂オープン

黒豚の命 大切に食べてね

大河内の棚田を守るため会を結成
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　本市と姉妹都市盟約を結んでいる米国サリナス市
などカリフォルニア州の３都市で、鹿児島を舞台に
した映画「六月燈の三姉妹」を昨年秋に上映したこと
を、出演した俳優の西田聖志郎さんが、２月26日、
市民文化センターで報告しました。
　サリナス市などには戦後、鹿児島県から350名が
移住しています。米国での上映は、高齢になった移
住者に、ふるさと鹿児島を舞台にした映画を届けた
いと鹿児島出身の西田さんが企画したもので、参加
者は、映画に出てくる鹿児島弁に、懐かしそうに笑っ
たり涙したそうです。
　米国での上映にあたっては、西田さんの熱意にほ
だされ、本市の様々な団体や出身者が寄付や現地の
サポートなどを申し出て上映を実現させました。西
田さんは「米国での上映は市民の皆さんがプレゼン
トしたと思っている。今日みなさんに報告できてよ
かった」と感慨深い様子をみせました。

　２月11日、良福寺で結婚式がありました。同寺で
は実に約20年振りとのこと。結婚式を挙げたのは、
さつま町の川畑智博さんと裕美さんのご夫妻。同寺
の座禅会に参加していた智博さんが、住職の近藤さ
んから寺で式を挙げてみないかと誘いがあり、また
裕美さんが和装の挙式を望んでいたことから実現し
たものです。
　川畑さん夫妻は、厳かな雰囲気の中、仏前で数珠
の交換をすると、「お互いとこしえに慈しみあうこと
を祖先の霊前に固く誓う」と誓いの言葉を述べまし
た。

　２月10日、市来農芸高校で、生徒たちが育てたウ
イルスフリー苗が、地元の農協や白石酒造、垂水市
の八千代伝酒造へ引き渡されました。
　この苗で育ったイモは、大きさも揃い、表面もき
れいで、病気も少なく、焼酎の製造過程の手間も省
けるそうです。
　２年生の浮邊祥佳さんは、「４月に３年生から引き
継いで、菌が入らないように気をつけながら育てた
苗が地域に役立つことが嬉しい。また、11年間続い
ているこの取り組みが続けられるよう頑張りたい」と
話しました。

　図書館は2月26
日、絵本に出てく
るおやつを作る料
理教室を開きまし
た。
　参加者は人気の
絵本「しろくまちゃ
んのホットケーキ」
にちなんで、ホッ
トケーキでしろく
まちゃんの顔を作
るのにチャレンジ
しました。
　参加した神村学

園初等部2年生の谷山友徠ちゃんは、家でも料理
の手伝いをするということで、上手な手つきで
焼いていきました。

俳優西田聖志郎さん米国3都市での
映画「六月燈の三姉妹」上映を報告

先祖に愛を誓う仏前結婚式

サツマイモウイルスフリー苗引渡式

絵本に出てくるおやつ料理教室
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　　市の陸上スポーツ少年団連盟では、毎年陸上ス
ポーツ少年団の交流大会を開催しています。今年は
2月26日に生冠中学校で、市内の羽島陸上・串木野
西陸上、生福陸上の3つの少年団に、伊集院と頴娃
町の2チームが加わり、計５チーム140名が、100m
走や800メートル走、リレーなどで、競いました。
　この交流大会をとおして選手同士知り合いになっ
たり、刺激を受けたりしているそうです。

　２月18日、いちきアクアホールで「JC 杯いちき
くしきのかるたとり大会」が開催され、今までで最
多の59チーム251人の参加がありました。
　大会は市内小学生が学校ごとに分かれたチーム
戦。市来と串木野それぞれの自然や歴史、名物など
がカルタになった札を取り合います。札が読まれる
と、元気よく「はいっ！」と言って、かるたに飛び込
む元気な子どもの姿が見られるなど、熱い戦いが繰
り広げられました。
　開催した串木野青年会議所には、このかるたを
譲ってほしいという声が多く寄せられており、今ま
で「いちきかるた」「串木野かるた」と別々だったの
を、今年は「いちき串木野かるた」として作る予定と
のことです。こちらも楽しみです。

　「全国のＢ＆Ｇ海洋センター・海洋クラブ自慢」を
テーマに行われた「Ｂ＆ＧＰＲ大賞」の映像部門で、
いちき串木野市Ｂ＆Ｇ海洋センターが優秀賞を受賞
しました。全国で9つの B&G 海洋センターが今年
受賞しています。
　子ども達が、カヌーを体験している映像が評価さ
れたものです。

　早春の霧島路を舞台に、鹿児島県地区対抗女子駅
伝競走大会が１月29日に霧島市で開催されました。
　本市からは梅北祥子選手（野中栫）、谷口愛選手（神
村学園高等部３年）、久田ちひろ選手（神村学園高等
部２年）、カマウタビタ選手（神村学園高等部１年）
が日置地区代表として選出されました。昨年の６位
から二つ順位を上げ４位でゴールし、９年ぶりにＡ
クラス入りを果たしました。
　日置チームの今後の更なる活躍を期待します。

陸上の交流大会33回

元気よく「はいっ！」かるたとり大会

2016「Ｂ＆Ｇ」ＰＲ大賞を受賞

日置チーム健闘！県地区対抗
女子駅伝９年振り A クラス
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　２月４日、シーサイドガーデンさのさで、第９回
鹿児島県女性消防団員研修会があり、県内各地から
女性消防団員等約320名が参加しました。
　研修会では４つの消防団が活動発表し、本市から
は宮里利香さん達６名が「女性が輝く消防団活動」と
して発表。男性が多い消防団の中で女性が活躍する
ための取組や提言などが、参加者の共感を呼び、会
場から大きな拍手を浴びました。
　懇親会では、市内のチアリーディングチームがダ
イナミックな演技を披露したり、羽島小・中学生が
鹿児島弁に英語を交えた幕末薩摩藩士の寸劇を披露
したりして、大いに盛り上がりを見せました。

　２月11日、25日、３月11日、地域おこし協力隊員
が「麓地区まち歩き」を開催しました。総合観光案内
所を出発し、歴史資料収集家の加藤氏宅や南方神社、
串木野城跡周辺など、約2.5キロを散策し、麓地区の
魅力を再発見しました。
　参加者からは「麓地区の人物や歴史を知ることがで
きた」という感想が聞かれました。　

　２月２日、鹿児島県観光連盟は、本市を含む広域
観光ルートを整備するため、観光地などを視察する
研修会を開き、本市や日置市、薩摩川内市の観光関
係者が参加しました。今回は美山の散策を皮切りに、
薩摩串木野まぐろの館や薩摩藩英国留学生記念館、
入来の武家屋敷を視察し、それぞれの場所で観光ボ
ランティアガイドなどから説明を受けました。
　今後、相互の連携を図りながら、具体的に広域に
またがる観光ルートを作っていくことが期待されま
す。

　１月29日に畑山榮藏さん（石川山）が、100歳の誕
生日を迎えました。畑山さんには、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26名です。
　いつまでもお元気で長生きしてください。

県内の女性消防団が一堂に。交流深める

麓地区歴史探訪まち歩き

広域観光ルート現地視察研修会

100歳おめでとうございます

畑山榮藏さん

過去最大の参加者数となった研修会
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薩摩藩英国留学生記念館（☎35-1865）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

国のため、我が子にも留学を
させた新納久脩。手紙には愛
情があふれています。

英国への旅路
カルチャーショック

新納久脩編
第13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。

　島津門族で伊佐郡大口出身の新
にい

納
ろ

久
ひさ

脩
のぶ

は、32歳の時、薩摩藩英国留学生
に選抜されます。役割は五代友厚らと同じ視察員で、かつ一行の団長も
務めていました。新納は、英国までの道中、寄港地シンガポールでオラ
ンダ人夫婦の抱擁・キスを目撃します。そこで同じ現場を見た松村淳蔵（２
月20日号広報誌掲載）とは異なる感情を抱きます。
●オランダ人夫婦の抱擁・キスを見て感銘
　出航前、オランダ人夫婦の抱擁・キスを見た新納は「言葉もわからない
が、別れを悲しみ、何度も何度も抱き合う様子を見て涙がでてきた」と言っ
ています。そして船客から「この夫婦は幼い子どもらにオランダで良い教
育を受けさせてあげたいという強い気持ちから、悩んだ末、夫婦別々に
暮らすことを決めた。彼らは自身の愛情や快適さ、喜び全てを子どもに
捧げたのだ」という事情を聞かされます。息子を持つ新納も家族を日本に
残し、国禁を犯して英国に渡っている自身の境遇と重ね合わせ涙したのかもしれません。
　彼らの事情に感銘を受けた新納は、まさにこの時、自分の息子も西欧に留学させようと決心し、
滞欧中は、わが子をどのように教育すべきか解決すべく、西欧教育事情の研究を積極的に行います。
国の未来のために任務を遂行しただけではなく、愛するわが子の将来についても真剣に考えていた
のです。
●フランスにいる息子に手紙を送る
　慶応２年３月11日（1866年４月25日）、帰国した新納は、同年、息子・次郎四郎（11歳）をフランス
に留学させます。彼は第二次薩摩藩留学生の一人で、語学と経済学修業が目的の私費留学でした。
　渡仏から５年後、新納は息子宛に真情あふれる手紙を送ります。
　その手紙は、まず、わが子を留学させようと思ったシンガポールでの出来事に始まり、「家族の理
解と支えがあって留学ができているということを決して忘れてはいけない」と諭しています。そして、
留学の目的は国益のために最善を尽くすことであり、今は西洋の勉強に邁進し、学業を全うするよう
戒めています。さらに、息子に頻繁に手紙を送らない理由として、「愛情が冷めたわけではなく、故
郷からの便りが、ときには感情を刺激して勉学の妨げになる故、深い愛情があるからこそ滅多に手
紙は送らないので誤解しないでもらいたい」と伝え、最後に「おまえから届いた手紙を何度も繰り返
し読んでいると、わが子と向き合って話しているような気がしたので、この父親からの手紙を読ん
で同じ気持ちを感じてほしい」と綴っています。
●帰国後の次郎四郎
　明治６年５月（1874年５月）帰国した次郎四郎は、フランス公使館で通訳を務めます。その後陸軍
省に出仕し、晩年は陸軍大学校教授として陸軍の発展に貢献します。

（次回、４月20日号 は「英国への旅路―シンガポール出航からスエズ上陸―」です。）

次郎四郎以外に、第二次薩摩藩留学生の藩費米国留学生として仁礼平輔、江夏蘇助、湯地治右衛門、種子島敬輔
が選抜されています。彼らは米国到着前、英国に立ち寄り留学生と会い、森有礼らが現地を案内しています。こぼれ話

鹿児島県歴史資料センター黎明館所蔵

新
にい

納
ろ

久
ひさ

脩
のぶ
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チャレンジ農業♥おごじょ塾通信
～第5号～「Ｌｅｔ‘ｓ  ｔｒｙ  地産地消！」

地産地消で農産加工♪
　今回おごじょ達がお世話に
なったのは、大里農産加工セ
ンター。「地元に伝わる昔なが
らの味を残したい！地域産物
を活用した特産品を開発した
い！」そんな思いを胸に、生
活研究グループ市来加工部の
方々が日々活躍しています。
　本市特産品の「ぽんかん」は
今が旬！…ということで、大
里ぽんかんを活用した加工品
作りに挑戦！

農政課（☎33-5635）

　農業未
経験の私
で す が、
おごじょ
塾では同
世代の仲
間や先輩塾生と、和気あいあ
い楽しく学んでいます。
　農業の楽しいところは、育
てたものが形になることで
す。自分達で育てた作物で料
理を作ることもあり、「地産地
消」にも興味を持つようにな
りました。
　お店に行けば簡単に野菜や
果物が買えますが、自分の元
に届くまでには、生産者の大
変な苦労があることを知り、
食べ物のありがたさを実感し
ています。子ども達にもその
想いを伝えていきたいと思っ
ています。
　初心者には、１人で作物を
育てるのはなかなか難しいと
ころもありますが、自分で
色々な野菜が作れるように楽
しく頑張りたいです。
　若い世代の方々にもぜひお
ごじょ塾に参加していただ
き、農業の大変さ、面白さを
体験してほ
しいです！

その①　「木製せいろ」
　今はプラス
チック製のせ
いろが主流と
なっています
が、木製だと蒸気が抜けやすく、
とてもきれいに仕上がります。
蒸気とともに、木のいい香りが
立ち込めます。地元の木工屋さ
んが特注で作っています。
　『道具も地産地消です！』

その②「和子さんの手」
　少しずつお餅をずらしなが
ら、綺麗にお餅をくるくる丸め
ていく手。簡単にはまねできま
せん。
　『熟練の技と感覚はどんな道
具にも勝
ります！』

　農業に興味
のある様々な
世代の女性が
集まっている
おごじょ塾。
　その活動の様子に、とて
もパワーと活気を感じまし
た。野菜づくりや農産加工を
通し、関心を持った方達がグ
ループとして一緒に活動する
ことで、さらに次のステップ
へ踏み出しやすくなるのでは
ないでしょうか。
　長い年月をかけて育まれた
地域の食文化や地域産物の加
工技術を若い方々に受け継い
でいくことは、私たちの役
目だと思っています。この取
組みが今後６次産業化へ発展
し、地域活性化へ繋がること
を願っています。

チャレンジ農業♥おごじょ塾では、
来年度の塾生を募集しています。
詳しくはお問い合わせください。

講師の想い

できることから地産地消！
　豊かな自然や温暖な気候に恵まれたいちき串木野市では、たく
さんの優れた農作物が生産されています。スーパーや直売所で「い
ちき串木野産」を探してみましょう。食材の持つ本来の風味や、
慣れ親しんだ風土で育まれた旬の季節を感じるはずです。
　「旬の時期に旬のものを食べる！」この最高の贅沢が、地産地消
への第１歩かもしれません♪　　※地産地消…地元で生産されたものを地元で消費するということ。
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井手迫直美さん

～塾生レポート～

チンゲンサイ
　　　成長しました！

～気になる道具♪～ 大里農産加工センターで活躍しています♪

ぽんかんふくれ菓子

ぽんかん餅

いい香り！
きれいに仕上がりました！

丸めるのに悪戦苦闘！！

子どもさんと一緒に
参加してみませんか♪

市生活研究グループ市来加工部
松﨑和子氏

大きく



褒められて伸びる子のコラム
Vol.11

【おウチでさつま揚げ食べませ
んか？】
　食のまちづくり支援員　高嶋
です。
　さつま揚げをもっと食べよ
う！ということで「簡単さつま
揚げレシピ」を紹介しています。
　第３回目となる今回は「さつ

ま揚げの照り焼き」

　ご家庭の食卓の参考になれば
幸いです。
※�現在レシピ集を作成中です！
お楽しみに！

　皆さま、おやっとさぁ！です。
　２月３日、南九州市で開催さ
てた「広域ボランティアガイド
研修会」に行ってまいりました。
本市を始め、計５市のガイドや
観光従事者が集まり、仙巌園学
芸員の岩川拓夫氏の講演と大野
岳・グリーンティーリズムの視
察などがあり、おもてなしの大
切さや、実際に活動する方々の
お話しを聞くことができ、大変
参考になりました。
　私も２月・３月に麓地区のま
ち歩き探訪にたずさわり、今後
も「楽しく、正しく案内する」こ
とをモットーに、「よかった、楽
しかった！」「友達にも薦めた
い！」と言ってもらえるよう、
本市の魅力を活かした観光振興
を頑張ります！
　自分の住んでいる地域を歩き
ながらお客様にガイドをするの
は楽しいと思いますよ。観光ガ
イドに興味がある、やってみた
いという方はぜひ「いちき串木
野観光ガイド会（事務局 : 総合
観光案内所☎32-5256）」までお
問い合わせください。

【一年ってあっという間ですね】
　初めて鹿児島へ来た去年の今

頃は、市電（路面電車）に驚いて、

お醤油の味の違い（鹿児島は甘

い）に衝撃を受けて、海に沈む

夕日の美しさに見蕩れ、夜は鹿

児島で飲む鹿児島の芋焼酎に酔

い、見る景色や文化の違いがと

ても新鮮でした。

　そんな新鮮な体験も今は日常

に変わってきたものが幾つかあ

ります。これからも日常の景色

となっていくものが増え続ける

と思うのですが、１年前の新鮮

な感動を忘れることなく、外部

からの視点でいちき串木野を見

ていきたいと思います。

　まだまだ僕の知らない鹿児島

がたくさんあるので、感動を求

めフットワーク軽くいきたいと

思っていますので来年度もよろ

しくお願いします！！�

①�砂糖0.5: 醤油1: 酒1: みりん

0.5の割合で混ぜ合わせ、照

り焼きダレを作る。

②さつま揚げを両面焼く。

③�照り焼きダレをさつま揚げに

かけながら煮詰める。

④�器にレタスを敷き、さつま揚

げを盛り付ける。

⑤�煮つめた照り焼きダレをかけ

て、マヨネーズを添えれば完

成♪

照り焼きってスバラシイ！！ KACCHELももう直ぐ完成！楽しみですね！熱気あふれる研修会でした！

高 嶋 隊 員 板 垣 隊 員 小 林 隊 員
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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

　図書館から遠い地区には、図書館に行かなくて
も次の場所で本の貸し出しや返却ができます。お
気軽にご利用ください。

 春休みスペシャルおはなし会 
　「春」をテーマに読み聞かせを行います。ミニ
工作もあります。
●日時　４月１日（土）　15:00～（１時間程度）
●場所　中央公民館　第１・２会議室

●金山ホール（薩摩金山蔵）
　４月９日（日）まで　火曜定休　☎21-2110
●サクラカネヨソースギャラリー（吉村醸造）
　４月10日（月）～24日（月）　木曜定休
　☎36-3121

　左の表は保管してご利用ください。次号からは下
の巡回日程のみの案内となり、巡回場所と時間の掲
載はありません。
　この表は図書館もしくは市のホームページに掲載
してあります。

　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。

市立図書館（☎33-5655）

政策課（☎33-5672）

移動図書館車「ゆめはこぶくん」
が市内を巡回します

フォトコンテスト2016 入賞作品展

【４月巡回日程】

コース 巡回日 コース 巡回日

１コース 4日（火）
荒川小休み ９コース 13日（木）

２コース 5日（水）
旭小休み 10コース 18日（火）

３コース 6日（木）
冠岳小休み 11コース 19日（水）

４コース 7日（金） 12コース 20日（木）

５コース 11日（火） 13コース 25日（火）

６コース 12日（水） 14コース 26日（水）

７コース 14日（金） 15コース 27日（木）

８コース 17日（月）

コース 巡回場所（予定時刻）

1コース

13:10～14:00　荒川小学校
14:30～14:50　平江公民館東
15:00～15:20　浜ヶ城（旧南商店隣）
15:30～16:30　塩田団地

2コース

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

3コース

13:10～14:00　冠岳小学校 
14:20～15:00　ウッドタウン
15:20～15:40　酔之尾西（潟山アパート駐車場）
15:50～16:30　ひばりが丘団地

4コース 13:10～13:50　羽島中学校
5コース 13:10～14:00　羽島小学校
6コース 13:10～14:00　生福小学校

7コース

13:05～13:50　川上小学校
13:55～14:20　中組集落センター
14:30～14:50　迫公民館
15:00～15:20　川南交流センター
15:30～16:30　市来駅前

8コース 13:10～13:50　串木野西中学校
14:00～14:20　浜町市場通り会無料駐車場

9コース 13:10～13:50　生冠中学校
14:10～14:30　麓公民館

10コース 13:10～14:00　荒川小学校
11コース 13:10～14:00　旭小学校
12コース 13:10～14:00　冠岳小学校
13コース 13:10～14:00　羽島小学校
14コース 13:10～14:00　生福小学校

15コース

13:05～13:50　川上小学校
14:00～14:20　恵比須県営住宅
14:30～14:50　佐保井住宅
15:00～15:30　迫田前県営住宅
15:40～16:30　市来駅前

ゆめはこぶくん　巡回表

春休みスペシャルおはなし会
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　２月３日、市の特産品を東南アジアに売り込もう
と、神村学園で学ぶ東南アジアの留学生に意見を聞
く試食会を開きました。
　既存の食材をアジア向けに試作し、東南アジア向
けの料理にアレンジして留学生に提供しました。
　つけあげ、まぐろラーメン、まぐろ生ハム、まぐ
ろラー油を使った料理などを試食した留学生から
は、「辛さがちょうどよくておいしかった」「もっと
野菜を入れた方がよい」など、母国で人気商品にす
るにはどうしたらよいか、さまざまな意見が出され
ました。
　市では出された意見を取りまとめ、２月10日に
専門家を交え、販売と PR の手法を検討する会を
開催。10月にシンガポールで行われる日本食見本
市「FOOD JAPAN 2017」への出展や海外展開を目指
し、事業者と一体となって取り組んでいきます。

　２月５日、市民文化セ
ンターで、いちき串木野
市生涯学習大会を開催し
ました。串木野さのさ保
存会の皆さんがオープニ
ングを飾り、本市の生涯
学習への取組みや、３つ
の団体が学習成果の発表
をしました。

　記念講演では、料理研究家の土井善晴さんが『「料理す
ることの意味」と「伝統と和食の意義」』として、毎日の食
事に具だくさんの味噌汁を取ることの大切さを話し、会
場の皆さんは聞き入っていました。
　また、生涯学習に功労があった方へ表彰も行われまし
た。表彰者は右のとおりです。

政策課（☎33-5628）

社会教育課（☎21-5113）

市の特産品を東南アジアに売り込め

いちき串木野市生涯学習大会開催

☆むし歯０おめでとう☆
（５歳児歯科検診結果）
串木野健康増進センター（☎33-3450）

　２月７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。

池
いけだ
田　昊

そらみ
生ちゃん	 ・	 永

ながはら
原　杏

あん な
菜ちゃん

池
いけだ
田　温

はる
くん	 ・	 橋

はしぐち
口　竜

りゅうせい
青くん

石
いしがみ
神　美

み お か
桜香ちゃん	・	 橋

はしもと
本　紗

さ な
那ちゃん

柏
かしわばら
原　叶

と あ
海くん	 ・	 濱

はま だ
田　香

か ほ
帆ちゃん

久
く ぼ
保　結

ゆ
希
き
人
と
くん	 ・	 淵

ふちわき
脇　愛

あい
ちゃん

瀬
せ と ぐ ち
戸口　慶

けいしん
仁くん	 ・	 柗

まつなが
永　優

ゆうしん
心くん

中
なかの
野　優

ゆ な
菜ちゃん	 ・	 餅

もちはら
原　優

ゆう き
輝くん

●団体
芸術文化部門

大里虫追踊保存会　　　川上踊保存会
●個人
社会教育部門 芸術文化部門 社会体育部門

福岩宏基さん
東 育代さん
川田由紀さん

中村純照さん 内田美代さん
中馬貞治さん
都甲勝敏さん
蓑茂裕子さん

いちき串木野市社会教育関係表彰
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　２月11日・12日、東京都有楽町にある鹿児島県
のアンテナショップ「かごしま遊楽館」において「観
光と食のいちき串木野フェア」を開催しました。
　薩摩藩英国留学生記念館のＰＲやさつま揚げ、ぽ
んかん、ちりめんなど特産品の試食・販売を行い、
２日間多くの来場者で賑わいました。
　また、11日に行った市長のトップセールスには、在
関東市民会や観光大使、薩摩藩英国留学生の子孫な
ど多くの方が応援に駆けつけ、本市をＰＲしました。

　２月下旬東京の東武百貨店で「大鹿児島展」が開催
され、県内約100社が鹿児島の食や伝統工芸品等を
展示即売しました。
　23日 ･24日は、本市ＰＲレディが観光ＰＲや市
の特産品を詰め合わせた感謝袋を販売し、いちき串
木野市をＰＲしました。
　また、本市をタレントが巡ったＮＨＫ「鶴瓶の家
族に乾杯」の放送を見た方も来店し、ＰＲレディを
見て、「あなた出演してたねぇ」と話しかける姿も見
られました。

食のまち推進課（☎33-5621）・観光交流課（☎33-5640）いちき串木野市を県外で PR
いちき串木野フェアｉｎかごしま遊楽館 東京池袋「東武百貨店」で本市の観光特産品をＰＲ

政策課（☎33-5672）
県広報コンクール３年連続入賞 引越すときは水道の開始・休止

届を忘れずに

｢ 市来ダム ｣｢ 串木野ダム ｣
サイレン吹鳴点検を行います

　平成28年中に県内で発行された広報紙やウェ
ブサイトを対象にしたコンクールで、本市の広
報紙が広報写真部門で３年連続入賞しました。
今年は組み写真で最高賞の特選に選ばれ、県代
表として全国広報コンクールに出品されます。
　今後も魅力ある、読んでもらえる広報紙作り
に努めてまいります。

　引越すときは水道の使用の開始・休止の手続
きが必要です。必ず窓口に届け出てください。
○使用開始届
　 印鑑を持参し、届け出てください。代理の方

でもできます。
○使用休止届
　 引越しの日程が決まったら、２～３日前まで

に届け出てください。電話での届出もできま
す。

○窓口
　上下水道課
　土木課土木総合窓口（串木野庁舎）
　☎33-5679

　火災と間違えないようにしてください。
○日　時　３月29日（水）
　10:00~11:00市来ダム
　14:00~15:30串木野ダム

【特選】組み写真
平成28年９月号  「祭りの記憶」

【入選】1枚写真
平成28年7月号  

「火事はダメだよ」

上下水道課（☎21-5155）

農政課（☎33-5636）・農政課耕地分室係（☎21-5123）
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社会教育課（☎21-5128）地域の青少年は地域で育てましょう

　市では、青少年の健全育成を図るため、青少年健全育成市民会議と地域教育振興協議会を設置しています。
それぞれの会議は、学校関係者、各種団体、行政関係者などの委員（※1）で構成され、それぞれ年に２回、次
の５つの柱を中心に、青少年健全育成の方針について話し合っています。

※1　学校関係者、まちづくり協議会、地域女性団体、PTA、子ども会育成会、青年団、民生委員、行政などの委員

　上記のことを踏まえ、２月に開催した青少年健全育成市民会議・地域教育振興協議会では以下のような
意見が出され、今後も地域や家庭、学校などで取り組むべき活動を確認しました。
　健全な青少年を育てるため、地域のみんなで取り組みましょう。

青少年健全育成５つの柱 （青少年健全育成市民会議の重点目標）

１　大人が変われば子どもも変わる「みんながアドバイザー」運動の推進
２　市民総ぐるみの「あいさつ運動」の展開
３　毎月第３土曜日を中心とした青少年の地域活動やボランティア活動の推進
４　非行・被害防止対策、社会環境浄化活動の徹底
５　子どもの読書活動の推進

　子どもたちが心豊かに育つよう
に、市民総ぐるみの「あいさつ運動」
に取り組みましょう。

○　色々な地域行事などに、子ども達をはじめ大人にも積極的に参加してほしい。
○　	大人がしっかりあいさつをする必要がある。子どもたちは大人の背中（姿）を見てい
るので、まずは大人が手本を示してほしい。

○　まずは家庭内でのあいさつをしっかりすることが大切である。
○　子どもは、親と先生以外の地域の大人と関わることが大切である。
○　家庭教育が充実し地域活動に参加することで地域の教育力が生まれる。
○　学校、家庭、地域が連携した青少年の育成が大切である。
○　家庭や地域の教育力は、関係機関や団体と連携すると更に充実したものになってい
　　く。
○　読書はできている子が多い。大人も子どもと一緒に読書をしてほしい。
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社　会　体　育　施　設（総合体育館は除く）

月 日 曜 大　　会　　（ 行　　事 ）　　名 会  場 月 日 曜 大　　会　　（ 行　　事 ）　　名 会  場

4

2 日 第30回串木野テニスダブルス大会 市庭球場

9

19 火 第38回公民館対抗壮年バレーボール大会（～23日） 市来体育館

9 日
第41回ＭＢＣ大会（ママさんバレー） 串体セ 20 水 第９回高齢者クラブグラウンドゴルフ大会 多 G
第20回さくら祭りねんりんピック弓道大会 市来弓道場 23 土 第34回宮之原杯中学校新人ソフトテニス大会 市庭球場

15 土 第36回串木野・川内サッカーフェスティバル 多Ｇ
24 日

第65回串木野弓道大会　 串木野弓道場
23 日 市新人ソフトボール大会 多Ｇ 日置地区秋季軟式野球大会（10月1日・29日） 多 G
25 火 日置地区春季交流グラウンドゴルフ大会 多 G 27 水 すこやかおせんしのスポーツ大会 多 G
30 日 市ソフトボールスポーツ少年団春季大会 多 G

10

8 日 第12回市民体育大会 多 G

5

3 水 小学生バレーボール交流大会（～5日） B ＆ G・串体セ・市来体 15 日 第30回秋季九州南部地区連盟大会（22日） 多 G・市来運
5 金 第18回市合気道演武会 串中武道館 18 水 第13回小学校陸上記録会 多 G
7 日 第30回 B ＆ G 杯女性ミニバレーボール大会 B ＆ G・串体セ 21 土 第40回Ｂ＆Ｇ杯少年剣道錬成大会 B ＆ G

14 日
第41回市内ソフトテニス大会 市庭球場

22 日
身体障害者運動会 串体セ

第5回中まち協グラウンドゴルフ大会 多 G 第22回混成バレーボール大会 市来体育館
第36回照島地区グラウンドゴルフ大会 長ソ場

11

3 金 第８回汐見旗争奪ソフトボール大会 多 G
16 火 第48回公民館対抗ベストバレーボール大会（～20日） 市来体育館 4 土 第36回市秋季親善交流グラウンドゴルフ大会 多 G
20 土 第34回市春季親善交流グラウンドゴルフ大会 多 G

5 日

第22回 B ＆ G 杯少年柔道錬成大会 B ＆ G

21 日
第10回いちきウオーキング大会 市来地域 市スポーツ少年団秋季ソフトボール大会 多 G
南日本カップ社会人サッカーリーグ 多 G 第14回浜野食品杯さのさ旗争奪小学生バレーボール大会 市来体育館

25 木 すこやかおせんしのグラウンドゴルフ大会 多 G 第37回和田杯テニストーナメント 市庭球場

28 日
第72回春季職域ソフトボール大会 多 G・市来運

12 日
第９回照島地区パークゴルフ大会 ＰＧ場

第43回市バスケットボール選手権大会 串中体育館 第28回日置地区争奪戦大会（ママさんバレーボール） 市来体育館
下旬 第27回さのさゲートボール鹿児島県大会 多 G 第26回硬式少年野球焼肉なべしま杯大会（19日） 多 G・市来運

6

4 日 第30回夏季九州選手権南部連盟予選大会 多 G
19 日

第43回シーサイドソフトテニス大会 市庭球場

11 日
第18回生福地区グラウンドゴルフ大会 多 G 第10回さのさ銃剣道大会 市来武道館
第33回市空手道選手権大会 串体セ

26 日
第12回市地区対抗駅伝競走大会 新港周辺

18 日
第11回市長旗争奪軟式野球大会 多 G 第37回秋季職域ソフトボール大会 多 G・長ソ場
第５回中まち協混成ミニバレーボール大会 Ｂ＆Ｇ ソフトボールスポーツ少年団秋季大会 市来運動場
第14回串木野太極拳連盟上海俱楽部発表会 串体セ 30 木 平成29年度シニアテニス連盟忘年大会 市庭球場

7

2 日 第47回市内卓球大会 Ｂ＆Ｇ

12

3 日 第30回 B ＆ G 杯公民館対抗ミニバレーボール大会 B ＆ G・串体セ

9 日
日置地区県民体育大会選考会（ソフトボール） 多　G 10 日 第20回れいめいウオーク羽島・土川大会 羽島地区
第37回照島地区グラウンドゴルフ大会 長ソ場 17 日 第12回市ロードレース大会 新港周辺
第37回日置地区親睦大会（ママさんバレーボール） 市来体育館

23 土
第６回ミトン杯（小学生サッカー大会）（～25日） 多Ｇ

22 土
プール開き 長崎プ・市民プ 第38回西薩地区中学校バレーボール大会（～24日） 市来体育館
B&G チャレンジレスキュー2017 長崎鼻プール

1
13 土 第６回新春ソフトテニス打ち初め大会 市庭球場

23 日 第45回県小学生相撲選手権大会 相撲競技場
21 日

第20回元気な街づくりウオーキング大会 野平・荒川

24 月
B&G 海洋スポーツ教室 B ＆ G・艇庫 第23回市サッカー選手権大会 多 G
B&G 水辺の安全教室 長崎鼻プール

2

4 日
第11回いちき串木野市柔道大会 B ＆ G

28 金 第37回生福地区ナイターソフトボール大会（～29日） 多Ｇ 第23回市サッカー選手権大会 多 G
30 日 第12回市水泳選手権大会 串西中プ 市内ソフトボール少年団送別大会 市来運動場

8

19 土 第12回市陸上選手権大会 多 G
11 日

第13回さわやかボウリング大会 串木野 GB
20 日 南日本カップ社会人サッカーリーグ 多 G 日置地区ソフトボールスポーツ少年団送別大会 多 G
21 月 第33回市長旗争奪ナイターソフトボール大会（～9/1日）※土日は除く 多 G

18 日
第65回県下一周市郡対抗駅伝競走大会（本市通過予定） 国道3号線

26 土 第30回全九州鹿児島大会（～28日） 多 G・市来運 第31回市内家庭婦人バレーボール大会 市来体育館
27 日 第24回若鷲旗争奪ソフトボール大会 多 G 第31回硬式少年野球春季九州選手権南部連盟予選大会（25日） 多 G
30 水 第20回「海の日」B ＆ G クリーンフェスタ＆マリンスポーツ大会 B ＆ G・艇庫 25 日 市ソフトボール少年団送別大会 市来運動場

9

3 日

第10回Ｂ＆Ｇ杯パークゴルフ大会 ＰＧ場

3

2 金 第33回串木野さのさ杯サッカー大会（～４日） 多 G・市来運動場
第５回中まち協パークゴルフ大会 ＰＧ場 4 日 第22回徐福ロマンロードウオーキング大会 冠岳・生福
第12回市剣道選手権大会 串小体育館 11 日 第32回木場彦杯家庭婦人バレーボール大会 市来体育館
第12回会長旗争奪軟式野球大会 多 G 17 土 第18回市来桜サッカー大会（～18日） 多Ｇ
第16回ソフトミニバレーボール総合選手権大会 串体セ・市来体 24 土 第31回硬式少年野球春季九州選手権南部連盟予選大会（～25日） 多Ｇ

9 土 第10回いちき串木野市長杯パークゴルフ大会 ＰＧ場

10 日
第3回海童旗争奪ソフトボール大会 多 G・市来運
第13回本浦地区グラウンドゴルフ大会 長ソ場

16 土 第３回市長杯争奪公民館対抗グラウンドゴルフ大会 多 G

17 日
第30回フレッシュリーグ・ジュニア大会（～18日） 多 G
第38回照島地区グラウンドゴルフ大会 長ソ場

会場（省略表記分）
　多G・・・・多目的グラウンド
　長ソ場・・・長崎鼻ソフトボール場
　市来運・・・市来運動場
　PG場		・・・パークゴルフ場
　串体セ・・・串木野体育センター
　市来体・・・市来体育館

★紙面の都合により掲載していない行事等もあります。

平成29年度　いちき串木野市スポーツカレンダー     　  ～人が輝き　文化の薫る　世界に拓かれたまち～
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総合体育館関係

月 日 曜 大　　会　　（ 行　　事 ）　　名

4

1 土 九州・山口医科学生体育大会（～2日）（バスケットボール）
8 土 南九州四県対抗バスケットボール県予選
15 土 日置地区春季中学校女子バレーボール大会（～16日）
22 土 全九州バレーボール総合選手権選考会（～23日）

5

3 水 九州・山口医科学生体育大会（～5日）（バドミントン）
9 火 日置地区高等学校春季バドミントン大会（～10日）
14 日 県中学校剣道大会
20 土 県中学校春季卓球大会（～21日）
27 土 第43回県中学バレーボール大会（～28日）

6

3 土 高校総体鹿児島県予選（バレーボール）
4 日 少林寺拳法鹿児島県大会
11 日 第35回生福地区バレーボール大会
17 土 県バスケットボール村田杯（～18日）
24 土 第37回全日本小学生バレーボール大会県予選（～25日）

7

2 日 日置地区県民体育大会選考会（バスケットボール）
9 日 日置地区県民体育大会選考会（バドミントン）
15 土 県高校1年生バスケットボール大会（～17日）
25 火 県中学校総合体育大会（～26日）卓球
27 木 県中学校総合体育大会（～28日）剣道
29 土 第24回県小学生バレーボール大会夏季大会（～30日）

8
6 日 第65回照島地区小中学生球技大会
19 土 日置地区中学生バスケットボール交歓大会（～20日）
26 土 全日本選手権鹿児島県大会（バスケットボール）（～27日）

9

3 日 県９人制総合兼全日本県予選（バレーボール）
17 日 MASTO　CUP（～18日）バスケットボール
24 日 県バレーボールリーグ
28 木 日置地区高等学校秋季バトミントン大会（～29日）

10
15 日 県バレーボールリーグ
22 日 第3回日置地区いそじ・ことぶき大会（ママさんバレー）
29 日 県バレーボールリーグ

11

3 金 第70回全日本高等学校選手権大会県予選（バレーボール）
5 日 第14回浜野食品杯さのさ旗争奪小学生バレーボール大会
12 日 第54回市内バドミントン大会
25 土 全九州大会予選県大会（～26日）中学生卓球

12

3 日 日置地区中学校バレーボール大会
10 日 県中学校新人剣道大会
17 日 日置オープンバドミントン大会
23 土 第38回西薩地区中学校バレーボール大会（～24日）

1
14 日 県ミニバスケットボール大会
21 日 県高等学校剣道選手権大会
27 土 県中学校新人戦卓球大会（～28日）

2

4 日 県バレーボールリーグ
11 日 薩摩半島オープンバドミントン大会
17 土 九州オープン車椅子バスケットボール大会（～18日）
24 土 南九州選手権バスケットボール大会（～25日）

3
3 土 第25回小学生バレーボール新人大会（～4日）
17 土 県ミニバスケットボール大会　（～18日）
24 土 第3回日置地区ミニバスケットボール大会（～25日）

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

｢マイライフ・マイスポーツ運動｣を
推進しています。

問合せ
●市民スポーツ課（市来庁舎）  ℡ 21-5129

●総合体育館  ℡ 32-8588
　休館日…月曜日、12/29～翌年1/3
　（月曜日が休日の場合は、その日後最も近い休日でない日）

●多目的グラウンド・庭球場・市来運動場  ℡ 33-2788
　休場日…12/29～翌年1/3   

●串木野体育センター ・長崎鼻ソフトボール場 
　休館日…月曜日、12/29～翌年1/3  ℡ 32-1899 

●市来体育館・市来武道館・市民プール  ℡ 36-2811 
　（川北スポーツ公園・秀栄ドーム）
　休館日…月曜日、12/29～翌年1/3  

●Ｂ＆Ｇ 海洋センター  ℡ 32-8994 
　（体育館・武道館・艇庫・プール）
　休館日…月曜日、12/29～翌年1/3

●いちき串木野パークゴルフ場  ℡ 32-8118
　休場日…12/31～翌年1/1

主な社会体育施設
●市総合体育館（バレーボール４面、バスケットボール３面）  
●市庭球場（コート８面、内４面夜間照明施設） 
●旭運動広場   
●多目的グラウンド
　（400ｍトラック、野球２面、ソフトボール４面、夜間照明施設４面） 
●市来運動場（野球１面、ソフトボール２面）   
●市来体育館   
　（バレーボール３面、バスケットボール２面、バドミントン９面） 
●市来武道館（剣道１面、柔道１面）   
●市民プール   
●Ｂ＆Ｇ海洋センター   
　体育館（バレーボール２面、バスケットボール1面、バドミントン４面）
　武道館（剣道１面、柔道１面）、プール、艇庫
●川上運動広場（ソフトボール１面、夜間照明施設１面）
●串木野弓道場（５人立）、市来弓道場（６人立）  
●串木野体育センター
　（バレーボール２面、バスケットボール１面、バドミントン４面）
●長崎鼻公園ソフトボール場
　（ソフトボール１面、夜間照明施設１面）
● 相撲競技場   
● いちき串木野パークゴルフ場（36ホール）

　 ニュースポーツの貸し出しについては、総合体育館・串木野体
育センター・市来体育館にお気軽にお問い合わせください。な
お、数量に限りがあるので事前に各施設にお問い合わせくださ
い。

市民スポーツ課（☎21-5129）平成29年度　いちき串木野市スポーツカレンダー     　  ～人が輝き　文化の薫る　世界に拓かれたまち～
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春は何かを始めるにはいい季節です。
学びをとおして仲間づくりや自分磨きをしてみませんか！
お気軽にご参加ください。お待ちしています。

　　生涯学習講座

①笑いヨガ＆
　　音楽療法

②フットセラピー教室

③ふるさと探訪

④食のまち料理教室

⑤歌って元気！講座（新）

⑥親子英会話教室

⑦ベネチアンガラス教室（新）

⑧庭木剪定教室

⑨木工教室

⑩切り絵教室

笑って元気！笑いとヨガと歌
を楽しみ健康づくりにつなげ
ます。
定員25名　場所：中央公民館
第３金曜　10:00～11:30（前期・後期２回）
５回コース

足裏つぼ刺激療法を中心に
その時期の健康づくりを
学びます。
定員15名　
場所：中央公民館
第４火曜10:00～11:30
10回コース

郷土史についての屋内学習と、
バスで市内の史跡をめぐる野
外研修です。
定員2５名　
場所：中央公民館
第１金曜
9:30～11:30
10回コース

「食のまち」として郷土料理・
季節の料理・ヘルシー料理な
ど食について学びます。
定員20名　
場所：中央公民館
第３水曜9:30～11:30
10回コース

懐メロ・演歌・唱歌などをみんなで一緒に
歌って楽しみ、心と体の健康作りをします。
定員25名　　　　　　　
場所：照島交流センター　　　　
第１月曜　　　　　　　　　
10:00～11:30　
10回コース

子どもと一緒にゲームや歌に
合わせて、英語に親しみます。
定員10組（年中～年長の子ど
もと家族）
場所：市来保健センター
月１回　日曜10:30～11:30
10回コース

ベネチアンガラスを使って
ガラスを溶かすフュージング
技法でアクセサリーや生活雑
貨を作ります。
定員1０名
場所：中央公民館　第１月曜
13:30～15:00	10回コース

基礎知識を学び、庭木や果樹
の剪定の技能を修得します。
定員15名　
場所：市来地域公民館
第３木曜9:00～11:00　
10回コース

木工ろくろでの盆・皿・湯の
み等の製作を中心に木材加工
について学びます。
定員15名　
場所：愛林工房
第１・３火曜　9:00～11:00
10回コース

アートナイフで切り絵の作品
作りに挑戦します。
定員15名
場所：中央公民館
第3火曜　19:30～21:00
10回コース

～学びあい　ともに輝く人生を～　生涯学習講座生募集のご案内
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※定員を大幅に割り込む場合は開設しない場合があります。※材料代等は自己負担となります。　
※予定日や時間は、会場や祝日等の関係で変更になることもあります。
※短期講座は随時、広報誌で案内します。
■申込方法
① このページの申込書を、社会教育課・中央公民館・いちきアクアホールへ４月７日（金）までに提出して

ください。ＦＡＸ（36-5044）または、市のホームページからも申し込めます。
②受講者の決定は申込者全員へ連絡します。定員を超えた場合は、初心者を優先または抽選で決めます。
③ 開講式を５月12日（金）に行い、講座ごとにテーマや年間の運営について話し合いを持つ予定です。詳し

くは、受講決定通知の際、お知らせします。

⑪エッセー教室 ⑫心をうたおうはじめての短歌（新）
日々の暮らしや思いを自分らしい
視点で文章にします。

定員15名　
場所：中央公民館
第１水曜　13:30～15:00
10回コース

身の周りの出来事や、家族への
愛情など、思いを短歌で表現し
てみませんか。
定員15名　
場所：中央公民館
月１回	 土曜日10:00～12:00	
10回コース

 2  誰でも参加できる“高齢大学”　（高齢者元気度アップポイント事業）
○開講は５月で翌年３月までの11回です。
○60歳前半の方も参加されています。
○開講日が土曜日・日曜日・祝日等の場合
は変更になります。
○学習内容は生きがいづくりや健康づくり、
一般教養などで、１時間程度です。
○昨年度の学習内容（年度により異なります）
・健康体操教室 ・交通安全教室・歌を楽しむ
・高齢者としての生き方 ・消費生活講座
・ふるさとの歴史・行政書士のお話など
●高齢大学の申込み
初めて申し込む方は、各高齢大学の学級長
か社会教育課へ申込書を提出してください。
年齢は問いません。
●問合せ　社会教育課　☎21-5128

高齢大学名 開講場所 開講予定日
冠岳高齢大学 冠岳交流センター 毎月５日　前後
生福高齢大学 生福交流センター   〃 10日　〃
上名高齢大学 上名交流センター   〃 18日　〃
中央高齢大学 市民文化センター   〃 25日　〃
照島高齢大学 照島交流センター   〃 30日　〃
旭　高齢大学 旭　交流センター   〃 12日　〃
荒川高齢大学 荒川交流センター   〃 ３日　 〃
羽島高齢大学 羽島交流センター   〃 17日　〃
土川高齢大学 土川交流センター 隔月17日　〃
湊・川南ときわ大学 市来地域公民館 毎月24日　〃
川北ときわ大学 川北交流センター   〃 15日　〃
川上ときわ大学 川上小学校多目的ホール   〃 22日　〃

（切り取り線）

※複数講座を申し込む方で最優先する講座があれば、その講座番号を一つだけ○で囲んでください。
（ただし、定員の関係で必ず受講できるとは限りません。）

平成2９年度　生涯学習講座・高齢大学申込書　		申込期限は４月７日（金）
（フリガナ）
氏　　　名 住　所（〒　　　　　　　） 公民館名

いちき串木野市

講座番号 受講希望講座名・高齢大学等 これまでの
受講回数 年　齢 電　話

今後、開設を希望する講座があれば、次に記入してください。

社会教育課（☎21-5128）～学びあい　ともに輝く人生を～　生涯学習講座生募集のご案内
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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）

①自分にあった食事量をバランスよく食べる
　毎回の食事に「主食」「主菜」「副菜」の３つを組み合わせましょう。

※１日のどこかで牛乳200㏄と果物（みかん２個程度）を食べましょう。

②１日３回規則正しく食べる
　食事を抜くと、血糖値の変動が大きくなります。
　血糖値を下げるために膵臓からインスリンが多く
分泌されますが、インスリンは脂肪をため込む働き
もあるため、内臓脂肪を増やすことになります。

③野菜をたっぷり食べる（野菜料理から食べる）
　野菜やきのこ、海藻類は、食物繊維やビタミン、
ミネラルなどが多く含まれていて、動脈硬化や高血
圧などの生活習慣病予防に効果があります。
　また、野菜料理から先に食べると、食事全体に含まれる糖質の吸収をゆるやかにして、食後の
血糖上昇を抑える効果があります。毎食120ｇを目安に野菜料理を食べましょう。

④ゆっくりよくかんで食べる
　ゆっくりよくかんで食べると血糖値がゆるやかに上昇します。

ここがポイ
ント

　糖尿病は高血糖状態が慢性的に続いている状態で、自覚症状がないまま進行し、血管
が傷んだり神経の働きに障害が生じたりするため、全身に様 な々合併症を引き起こします。
　また、血糖値がちょっと高めの境界型でも心血管疾患のリスクが高まりますので、早めに
食事を見直していくことが大切になります。

食事を見直して
糖尿病を予防しましょう！

 糖尿病を予防する 食生活のポイントをご紹介

副菜（野菜やきのこ）

主食（ご飯やパンなど）

主菜（肉・魚・卵・大豆製品）

汁物

8

180

160

140

120

100

80

10 12 14 16 18 20 22 24

400kcal 800 kcal 1,000 kcal
800 kcal 1,000 kcal
1,000kcal

mg/dL

副菜は１皿70ｇを
１〜２皿

ご飯１杯
（100〜200ｇ）

汁物は１日１杯に
しましょう

野菜から先に
食べる

主菜は片手に乗る
くらいの量を１品
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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

　防犯登録は、自転車販売店・地区防犯協会で手続きできます。
　盗難防止のために自転車防犯登録をしておきましょう。
　盗まれた自転車の早期発見・返還につながります。

・現住所地で抹消手続き
・新住所地で新規登録

・新住所地で住所変更登録

・譲る人は抹消手続き
・譲り受けた人は新規登録自転車販売店で手続きをする

には登録の控えが必要です。

・抹消手続き

異動の時期。自転車防犯登録・抹消の手続きはお済みですか？

県外転出

県内転居

譲　渡

廃棄・売却

自転車盗難原因の7割が
鍵のかけ忘れなど「施錠なし」です

交通事故の悲劇二度と起きないように

地
区
防
犯
協
会

防犯　登録

A − 0001

鹿児島県

自転車防犯登録料が変わります。
　 ４月 １日 か ら600円 に な り ま
す。防犯登録の有効期限は12年間
です。

   500円　　　　 　 600円に

H29年４月から

　 ２月10日 早
朝、国道270号
の払山で交通安
全を訴える「旗
の波作戦」が行
われました。
　２年前の２
月、この場所で

登校中の児童が車にはねられ亡くなった事故を、忘れ
てはいけないと昨年から行われているものです。
　集まった交通安全協会の会員など50名は、事故の犠
牲者に黙とうを捧げたのち、「スピード落とせ」や「守ろ
う交通マナー」などと書かれた旗を持つと、道路の両
側にそれぞれ100mに渡って並び、行き交う車に交通
安全を訴えました。
　また、市来小学校前でも多くの保護者が「旗の波作
戦」に参加し、子どもの登校を見守りました。

○×自転車店

自転車防犯登録の手続きをお忘れなく

短時間の駐輪もロックを忘れずに確実な施
錠、二重ロックで被害防止に努めましょう

二重ロックで防犯対策 !!
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　市では、各家庭に対し、防災行政無線機（個別受
信機）を無料で貸し出しています。転出や転居する
方は、まちづくり防災課へ返却してください。
　また、転入・転居し、まだ設置していない方は
まちづくり防災課へご連絡ください。
●戸別受信機の設置について
　・�戸別受信機の設置場所には、電源（コンセント）
を確保してください。

　・�戸別受信機は、無償で貸与し、本体の設置費
用もかかりませんが、別途配線工事等が必要
な場合は、借用者の負担となります。　

　・�設置の際、受信確認を行い、受信レベルが低
い場所については、外部アンテナを設置する
場合があります（無償）。

　・�その他、不明な点は、まちづくり防災課へお
問い合わせください。

　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電話
で相談しましょう。

　次の場合は、市役所へ届出が必要です。必ず14
日以内に手続きをしましょう。
●国民健康保険に加入するとき
　・�他の市町村から転入し、職場の健康保険など
に加入していないとき

　・職場の健康保険などをやめたとき

●国民健康保険をやめるとき
　・他の市町村へ転出するとき
　・職場の健康保険などに加入したとき

●南地区協議会

　学童保育は、仕事などで保護者が昼間家庭にい
ない小学生を放課後等に預かり、児童の健全育成
を図る場です。
　本市では、下記の４か所で学童保育を行ってい
ます。

※�入所の申込み等については、直接各クラブへお
問い合わせください。

　病児・病後児保育事業は、子どもが病気やその回
復期で集団保育が難しく、保護者が、働いていたり、
病気だったりして自宅保育ができない場合に、一
時的に預かる事業です。
　病児・病後児保育を利用するには、毎年度市役
所で事前登録が必要です。
●実施施設
　病児保育所あいあいきっず　☎26-0404
　曙町95ｉビル２階（いとう耳鼻咽喉科２階）
●利用対象者　
　・�本市に住所を有するまたは保護者が本市に勤
務する０歳児から小学６年生までの児童

●利用時間
　・月曜日から金曜日　8:30～17:30
　・土曜日　　　　　　8:30～12:00
　※日曜、祝祭日、年末年始はお休みです。
●利用料金　１回　1,000円
　※�利用料金には、食事やミルク代、医療費等は
含まれません。

●事前登録　福祉課子育て支援係
　　　　　　市来庁舎市民課　☎21-5117

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）

おしらせ版おしらせ版
異動の際は戸別受信機を返却してください

まちづくり防災課（☎33-5631）

国民健康保険の届出は14日以内に
健康増進課（☎33-5613）・市来庁舎市民課（☎21-5117）

民生委員児童委員が決まりました
福祉課（☎33-5618）

学童保育（児童クラブ）のご案内
福祉課（☎33-5618）

病児・病後児保育事業の登録について
福祉課（☎33-5618）

平日夜間 日曜・休日

18:00～22:00 8:30～22:00

●橘学童クラブ
　浜ヶ城12283番地3（浜ケ城踏切近く）
　　代表者　橋口�了　　☎33-0194
●串木野中央学童クラブ
　日出町11477番地（串木野小学校敷地内）
　　代表者　塩屋耕治　☎33-3131
●照島学童クラブ
　照島5296番地4（照島保育園隣）
　　代表者　榎元幸喜　☎32-3270
●市来っこ
　大里3731番地（市来小学校空き教室）
　　代表者　牧田京子　☎36-2166

地区 担当地区 氏名

大里 下手中・佐保井 樋之口�暢仁
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国民健康保険税は、届出日ではなく、転入日、
または職場の健康保険の資格を失った日から
課税されます。

職場の健康保険などに加入した場合は、必ず
国保をやめる届出をしてください。保険税（料）
を二重に支払ってしまうことがあります。



　ひとり親世帯や、父母に代わって児童を養育している世帯、父または母に重度の障害がある児童を養育
している世帯などに対して、児童扶養手当や医療費助成、就業支援給付制度などがあります。

　児童扶養手当　
　児童扶養手当は、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていないか、父または母に重度の障害
がある児童が養育される家庭（ひとり親家庭等）の生活の安定と自立、児童の健全育成と福祉の増進を図る
ために支給される手当です。遺族年金や障害年金など公的年金を受給できる方は、年金の月額が児童扶養
手当の月額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。

１．対象者
　�　右の①～⑧にあてはまる児童（※）を監護
している母、監護し生計を同じくする父、
または、父・母に代わってその児童を養育
している方（養育者）

　※児童とは
　・�18歳に達する日以後、最初の３月31日（18

歳の年度末）までの間にあるひと
　・�20歳未満で心身におおむね中度以上の障
害（特別児童扶養手当２級と同じ程度以
上の障害）があるひと

　・いずれの場合も国籍は問いません

２．児童扶養手当の額

　　※手当は、認定請求をした月の翌月分から支給されます。支給は年３回（４月・８月・12月）です。

３．所得制限
　�　受給者本人や同居の親族（扶養義務者）の前年（１月から７月までの月分の手当は前々年）の所得や扶養
親族等の数により、手当の一部または全部が支給停止になる場合があります。

　ひとり親家庭等医療費助成　
1．対象者
　�　市内に住所を有する医療保険加入者で、ひとり親家庭等の父または母・児童及び父母のいない児童。
　�　ただし、生活保護受給者、重度心身障害者医療費助成受給者、児童福祉施設または知的障害者援護施
設等の入所者で、医療費についてそれぞれ法の定めるところにより支給されている方、里親に委託され
ている方などは対象外です。

２．助成の内容
　�　保険診療に係る一部負担金の全額を助成します。ただし、保険適用外の医療費や入院時の食事代、高
額療養費や附加給付金に該当する金額、法令等により給付される医療費などは対象外となります。

３．所得制限
　�　児童扶養手当の所得制限に準じます。

①�父母が婚姻を解消した
　�（戸籍上は離婚していても、内縁関係、同居も婚姻状態と見なし、手当は
受給できません。また、月に複数回以上、該当世帯に特定の異性が訪問
することも、内縁関係と見なされる場合があります）

②父または母が死亡（遺族年金を受給できないとき）
③�父または母が重度の障害の状態にある
　�（国民年金法による1級・2級並びに身体障害者福祉法による１級・２級・
３級及び４級の一部が該当）

④父または母の生死が明らかでない
⑤父または母に１年以上遺棄されている
⑥父または母がＤＶ法により保護命令を受けた
⑦父または母が１年以上拘禁（服役している）
⑧母が婚姻によらないで懐胎した児童

支 給 対 象 児 童 １人 ２人 ３人

全 部 支 給 月額42,330円 月額52,330円 月額58,330円

一 部 支 給 月額42,320円～9,990円 １人の手当額に9,990円～
5,000円を加算した額

２人の手当額に5,990円～
3,000円を加算した額

支給対象児童が４人以上の場合は、１人増えるごとに、全部支給の場合は6,000円、一部支給の場合は5,990円
～3,000円が加算されます。

（支給額は平成29年３月現在）

福祉課からお知らせ
福祉課（☎33-5618）・市来庁舎市民課（☎21-5117）
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　ひとり親家庭の父母の就業を支援～給付金の案内～　
　母子家庭の母や父子家庭の父の安定雇用を促進するため、給付制度を用意しています。各給付を希望す
る方は、事前にご相談ください。

＜自立支援教育訓練給付金＞
　自主的な職業能力開発に取り組むため、講座の受講を支援する給付制度
　●対象講座　雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座など
　●対象者　　・児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準にある方
　　　　　　　・雇用保険法の教育訓練給付を受給できない方
　　　　　　　・過去に訓練給付金を受給していない方
　●給付内容　�受講のために本人が支払った費用の60％相当額（限度額20万円。60％相当額が12,000円以

下の場合は支給しません）

＜高等職業訓練促進給付金＞
　経済的自立に結びつく資格を取得するため、養成機関で学ぶ期間の生活の負担軽減を図る給付制度
　●対象資格　�看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、

社会福祉士、製菓衛生師、調理師など
　●対象者　　・児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準にある方
　　　　　　　・養成機関で１年以上修業し、対象資格の取得が見込まれる方
　　　　　　　・就業または育児と修業の両立が困難な方
　　　　　　　・過去に給付金を受給していない方
　●給付内容　

　ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業　
　高等学校を卒業していないひとり親家庭の親及び児童の学び直しを支援し、より良い条件で就業や転職
できる可能性を広げるため、高等学校卒業程度認定試験（高卒認定試験）合格のための講座を受ける方に給
付制度を用意しています。申請する方は、事前にご相談ください。

　●対象講座　高卒認定試験の合格を目指す講座（通信制講座を含む。）
　●対象者　　�ひとり親家庭の親（20歳未満の児童を扶養している方）またはひとり親家庭の児童（20歳未

満）で、次の要件を満たす方
　　　　　　　・ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けているまたは同等の所得水準にある
　　　　　　　・高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者である
　●給付内容　・�受講終了時給付金…�受講のための費用の20％相当額（限度額10万円、受講のための費用

の20％相当額が4,000円以下の場合は支給しません）
　　　　　　　・合 格 時 給 付 金…�受講のための費用の40％相当額（受講終了時給付金と合わせて15万

円が限度）

市民税課税世帯 市民税非課税世帯 支給期間

訓練促進給付金 月額70,500円 月額100,000円 修業期間の全期間（上限３年）

修了支援給付金 　　25,000円 　　��50,000円 修了日を経過した日以後

手続きの方法や必要書類等、詳しくはお問い合わせください

〈ＪＲ通勤定期乗車券の特別割引制度〉
　児童扶養手当（全額支給停止者を除く）を受給している世帯の方は、ＪＲの通勤定期乗車券を購入す
る場合に割引を受けることができます。ご希望の方は、事前に福祉課へご相談ください。
※�通学は該当しません　※他の割引との併用はできません
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　さわやか子育て支援センターは、乳幼児と保護者
の交流や子育ての相談、情報提供などをとおして、
子どもの健やかな成長を支援する場所です。
　市では、運営を太陽保育園に委託し、各種講座
や教室等を開催しています。
　利用は無料です。ぜひ、ご利用ください。
●開�所�日　月曜日から土曜日（祝日除く）
●時　　間　8:30～17:00
●問�合�せ　さわやか子育て支援センター
　　　　　　☎33-0192（太陽福祉会太陽保育園内）

　臨時福祉給付金（経済対策分）の対象と思われる
方には、３月中旬に申請書を送付します。同封の
返信用封筒を使い期限までに申請してください。
　詳しくはお問い合わせください。
●申請期限　８月31日（木）（消印有効）
●給�付�額　１人につき15,000円
●給付対象者
　�「平成28年度臨時福祉給付金」（３千円）の支給対
象者　
　※�平成28年度の税の修正申告をして住民税が課

税されなくなった方は、対象となる場合があ
ります。

●問�合�せ　福祉課　高齢障害係

　鹿児島県における死亡原因の第１位は、全国同
様「がん」であり、がん対策が喫緊の課題です。
　県では、総合的ながん対策を推進しているとこ
ろで、指宿市にあるメディポリス国際陽子線治療
センターでは、副作用の少ない陽子線を用いたが
ん治療を平成23年４月から行っており、固形がん
である前立腺、肺、肝臓、膵臓等のがんについて、
既に1,900件を超える治療実績があります。
　県では、県民が陽子線治療を受けやすい環境を
整備するため、治療費を金融機関から借りた患者
やその家族等に対して利子の一部を助成する制度
があります。
　詳しくは県のホームページをご覧ください。
●問�合�せ　県庁地域医療整備課
　　　　　　☎099-286-2693

　ゴールデンウィーク等に海外旅行の予定があり、
まだパスポートを取得していない方や有効期限が
切れている方、更新が必要な方は余裕をもって申
請してください。
　申請してから受け取るまでには、土日、祝日等
を除いて10日かかります。
　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。

　簡易水道事業を水道事業（上水道）に統合するこ
とにより、４月１日からこれまでの簡易水道区域
が上水道区域に変わります。
　区域が変わっても水道料金、各種手数料などは変
わらず、新たな手続きも特に必要ありません。今
までどおり水道を使用できます。
●区域

　第16回徐福花冠祭が、次の日程で開催されます。
●前夜祭　４月８日（土）17:00～20:00
冠岳（徐福）展望公園にて、雅楽奉納、湯神楽奉納、
田中星児ミニコンサート等開催。
●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
・多目的グラウンド会場催事
　9:30～14:30　　�生福市・フリーマーケットなど地元

産の新鮮野菜、手芸・工芸品、　他
　12:00～　　　　�おにぎりセット販売（限定200）・

甘酒振る舞い（先着100名）
　12:10～13:20　�地元芸能（日本舞踊、エイサー、

五つ太鼓など）
　12:30～13:00　�お楽しみ抽選会（地元特産品や温

泉入浴券が当たる）
●問�合�せ　生福交流センター　☎32-4869
　　　　　　（平日9:00～15:00）

がん陽子線治療にかかった借金には
県から利子の助成があります

串木野健康増進センター（☎33-3450）

上水道区域の変更について
上下水道課（☎21-5155）

第16回徐福花冠祭
観光交流課（☎33-5640）

パスポートの申請はお早めに
市民課（☎33-5611）

さわやか子育て支援センターのご案内
福祉課（☎33-5618）

臨時福祉給付金（経済対策分）の申請を受け付けます
福祉課（☎33-5619）

変更後 変更前

上水道

上水道
羽島地区簡易水道
荒川地区簡易水道
生冠地区簡易水道
中央地区簡易水道
大里地区簡易水道

27



●対　　象　市内に居住または勤務している女性を優先し、男性の方も受講できます。
●場　　所　働く女性の家　
●受�講�料　無料。ただし材料代・教材費等は実費負担、料理講座は５回分を前納です。
●申込方法　４月21日（金）までに働く女性の家へ申し込んでください
　　　　　　（受付　火曜～土曜（9:00～17:00）月曜日は休館）
●託　　児　満２歳以上～未就学児。申込時に届け出てください。保険料が必要です。

　どなたでも受講できます。先着順で定員になり次第、受付終了となります。託児サービスはありません。

●場　　所　いちき串木野市総合観光案内所研修室
●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/

講座名 曜　日 時　間 定員 回数 開講日 講　座　内　容
（持ってくるもの・教材費）

通
　
年
　
講
　
座

七宝焼き 第2水曜日 10:00～
12:00 15人 10回 5/10 好みの色柄でアクセサリーなどを作ります。

（材料費600円から選択可）
簡単時短
料　理 第2木曜日 9:30～

12:00 30人 10回 5/11 時間を短縮した簡単で美味しい料理を作りま
す。（エプロン、三角巾・600円）

パティシエの
スウィーツ

第1土曜日
5月は第2土曜

13:30～
15:30 30人 10回 5/13

モン・シェリー松下のパティシエから美味し
く作るコツを学ぶお菓子教室です。（エプロン、
三角巾・600円）*

栄養士さんの
健康レシピ 第4金曜日 10:00～

12:30 30人 10回 5/26 塩分とカロリーを減らしても栄養たっぷりの
美味しい料理作り。（エプロン、三角巾・600円）

前
　
期
　
講
　
座

手まり作り 第2・4火曜日 9:30～
11:30 15人 10回 5/9 刺繍糸を刺して作る美しい手まり作りです。

（木綿糸・300円程度）

自
じ

　彊
きょう

　術
じゅつ

毎週火曜日 13:30～
14:30 15人 10回 5/9 固くなった筋肉をほぐし、歪んだ骨格を矯正

する肉体的疲労が少ない健康体操です。

エコクラフト
で作るバッグ 第2・4金曜日 10:00～

11:30 15人 5回 5/12
6本掛け編みで丸い持ち手のバッグを作りま
す。（洗濯バサミ20本、ボンド、はさみ、赤鉛筆・
1800円）

ダ　ン　ス
エクササイズ 毎週金曜日 20:00～

21:00 15人 10回 5/12 いろいろな音楽に合わせて楽しく体を動かし
シェイプアップしましょう !　（シューズ）

観光交流課（☎33-5640）

平成29年度 働く女性の家定期講座受講生募集
働く女性の家（☎32-7130）

総合観光案内所３月体験講座募集
観光交流課（☎33-5640）

無料シャトルバス（9:00～16:00頃までピストン運行）
西薩中核工業団地（臨時駐車場）　⇔　会場　⇔　JR 串木野駅

　昭和33年当時、まだ馬が輸送機関の主力だった頃に、地元の荷馬車組合が花見の余
興に行ったのがきっかけで始まったこの大会も、今回で記念の60回目を迎えます。半世
紀以上にわたって続けられてきたこの一大イベントにぜひお越しください。

予選	 	 	 9:35～11:30
セレモニー催事	 11:30～12:30
決勝	 	 12:30～15:00

ばふーん饅頭などの特産品が並ぶ、
地元物産展も開催！

9:30～15:00
※お楽しみ抽選会もあるよ
※	ばふーん饅頭は馬に扮した
売り子が移動販売します。

ウマいよ !!

※当日は、会場周辺駐車場が大変混雑します。西薩中核工業団地の臨時駐車場をご利用ください。

第60回 串木野浜競馬大会

4月23日（日）9:30～15:00
照島海岸

講　座 日　時 対象・定員 内　容 参加料
（材料代） 申込期限

ライフマスク＆
マーブリング体験

3/29（水）
13:30～16:00

中学生以上
10名

現在の自分の顔。石こうで型取
します。マーブリングも体験で
きます。

900円 3/25（土）

マーブリング体験
（西洋墨流し）

3/29（水）
15:00～16:00

幼児から
10名

マーブリングの技法で布を染色
します。世界にひとつだけの模
様で染めよう。

400円 3/25（土）

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
（1名から催行）

はがきサイズの作品を作りま
す。（手ぶらで参加可） 3,000円 通年
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　羽島史跡顕彰会は、1865年４月17日に羽島から
旅立った薩摩藩英国留学生を顕彰する黎明祭を開
催します。
●日　　時　４月16日（日）　9:30～15:30（予定）
●場　　所　薩摩藩英国留学生記念館
●内　　容　羽島小中学生による留学生模擬スピーチ
　　　　　　留学生が読んだ詩の詩吟
　　　　　　漁船パレード、地元物産の販売
　　　　　　ビートルズコピーバンド演奏他イベント有
●問�合�せ　羽島史跡顕彰会（川口）　☎090-4982-0454

　日常生活での会話が不自由な方と手・指を使っ
て会話する『手話』の講習会を開催します。
●開催期間　５月15日（月）～11月27日（月）
　　　　　　19:00～21:00（毎週月曜・全25回）
●場　　所　市役所串木野庁舎�地下大会議室
●受�講�料　無料（テキスト代3,240円程度別途）
●対�象�者　・�市内に居住もしくは勤務し、継続

して受講できる高校生以上の方
　　　　　　・手話の経験は問いません。
●定　　員　30名（定員になり次第締切）
●申込締切　５月８日（月）
※�申込用紙は、福祉課高齢障害係及び市来庁舎市
民課健康福祉係にあります。

　相談はいっさい無料です。お気軽にご相談くだ
さい。秘密は厳守されます。

※�『法律相談』を希望される方は社会福祉協議会に
予約してください。（定員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

　詳しくはお問い合わせください

●場　　所　税務課
●�運転免許証や健康保険証など本人確認ができる
ものを持参してください。また、代理人の方は、
それを証する書面（委任状など）もあわせて持参
してください。

（届出人が同意された方を掲載してあります）�

「土地及び家屋価格等
縦覧帳簿」の縦覧

「固定資産課税台帳」の
閲覧

期間 4/3（月）～5/31（水） 4/3（月）以降通年

対象者 固定資産税の納税者ま
たは代理人

固定資産税の納税義務
者または代理人

4月の心配ごと相談
社会福祉協議会（☎32-3183）

平成29年黎明祭の開催
観光交流課（☎33-5640）

平成29年度手話講習会（入門講座）受講生募集
福祉課（☎33-5619） お　く　や　み（２月届出分）

固定資産税の閲覧・縦覧
税務課（☎33-5617）

相�談�場�所
及　び
相�談�時�間

相談種別
相　談　日

相談員７日 14日 21日 28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

４日 11日 18日 −
心配ごと
相 談 員

火 火 火 −

○ ○ ○ −

故　人 年齢 住所または 
公　民　館 喪主または届出人

井　坂　　　進 52 袴　田 井　坂　奈月子
前　夷　哲　士 82 西浜町 前　夷　久　子
永　井　達　美 63 田中中村 茶　圓　　　薫
寺　坂　ノ　ブ 97 御倉町 寺　坂　禎　治
蒲　地　靜　男 94 中　組 蒲　地　ヨシミ
福ヶ野　ノブ子 87 外　戸 福ヶ野　和　男
室之園　貞　子 70 払　山 室之園　守　生
平　川　幸　一 69 小　薗 平　川　律　子
竹　添　忠　幸 77 照島下 竹　添　和　子
坂　口　貞　夫 83 寺　迫 坂　口　百合子
下醉尾　フヂエ 90 照　島 下醉尾　秋　子
滿　薗　敦　行 79 寺　村 滿　薗　春　代
芹ケ野　貞　守 78 芹ヶ野 芹ケ野　凉　子
川　口　ミ　ツ 93 浜　中 安　藤　きみ子
薗　田　　　仁 66 本浜町 薗　田　タヅ子
眞　田　麒　一 79 岳　釜 眞　田　フ　ヂ
原　口　三千代 89 別　府 原　口　博　己
平　田　輝　夫 78 田中中村 平　田　禮　子
久　保　清　正 86 大　薗 久　保　久　子
塩　屋　昭　良 88 曙　町 塩　屋　千　折
今　村　ノ　リ 85 昭和通 今　村　一　郎
勝　目　ヨ　シ 95 春日町 勝　目　孝　一
西　　　功　文 80 下石野 西　　　拓　郎
中　野　アイ子 86 橋ノ口 中　野　　　強
坂　下　初　代 74 石川山 坂　下　　　登
國　分　　　芳 96 新　潟 十　田　千代子
龍　薗　タエ子 89 芹ヶ野 龍　薗　　　晃
浦　本　タニ子 88 平　江 浦　本　　　實
小　川　ヨ　ネ 95 小　瀬 小　川　英　文
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1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。

今月のカバー
水揚げうれし
2月と3月の2回、マグロの水揚げがありました。延縄漁で一匹ずつ針で釣り上げられたマグロは、船上
ですぐに内臓を取り出し、きれいに洗浄。資源管理のため1匹ずつ記録し、マイナス60度の超低温冷凍
庫で急速冷凍します。冷凍庫ではブロックを積み上げるように整然とマグロを積み並べた状態で運ばれ
てきます。“世界の海で荒波にもまれた豪快な漁師たち！”というイメージと現実は異なり、目の前のマ
グロは、よいものを届けるための気配りと、丁寧で繊細な作業を経て運ばれてきたのだというのを知り、
まさに「目からウロコ」でした。

黒木　茜
あか
里
り
ちゃん

（平江）

お兄ちゃんと仲良くしてね
父 :慶太さん・母 : 麻紀さん

梅﨑　奏
そう
多
た
くん

（島平上）

いっぱい飲んで　いっぱい寝て
大きくなあれ

父 :雄司さん・母 :裕子さん

濵﨑　いとちゃん
（旭町）

元気にすくすく大きくなってね
父 :創さん・母 : 千明さん

木原　太
た
一
いち
くん

（湊町）

産まれてきてくれてありがとう♡
父 :周作さん・母 : 成美さん

中之　　愛
あい
絆
き
くん

（春日町）

お姉ちゃんと仲良く
元気に育ってね♡

父 :純平さん・母 :里佳さん

上原　颯
そう
真
ま
くん

（駅前）

お兄ちゃんお姉ちゃんと
いっぱい遊ぼうね♡
父 :真一さん・母 : 美樹さん

小原　大
たい
雅
が
くん

（駅前）

心も体も大きく育ってね !!
父 : 智和さん・母 : 佑美さん

福薗　佑
ゆう
歩
ほ
ちゃん

（袴田）

元気に育ってね
父 :翔さん・母 :香歩さん

西谷　昂
あきら
くん

（市口）
産まれてきてくれてありがとう♡
元気にすくすく大きくなってね♡
父 :滉平さん・母 :摩文さん
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