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市ではこんなことをしています

　１月18日、市民文化センターで在宅医療講演会
を開催し、約420名が参加しました。
　「自分らしい生き方=逝き方～在宅医療での自然
な看取り～」と題して愛媛県松山市で在宅医療を
行っている医療法人ゆうの森　永井康徳氏による
講演が行われ、「人生会議」に関することや、「本人
が楽なように、やりたいように、後悔しないように」
と在宅医療に取り組んでいる事例についての講話
がありました。参加者からは「これからの自分のこ
とや家族のことについて考える機会となった」な
どの感想がありました。

　２月７日と８日、大阪市天神橋にある日本一長
い商店街「天神橋筋商店街」において３回目となる

「いちき串木野観光物産展」を開催しました。
　市内観光地のＰＲやまぐろ、さつま揚げ、ちりめ
ん、ぽんか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、７日に行った市長のトップセールスと一
斉乾杯及び「鹿児島焼酎宣伝課長　ちゅーどん」に
よるＰＲでは、県人会関係者など多くの方が応援
に駆けつけ、訪れた方々に本市の魅力を存分にＰ
Ｒすることができました。

在宅医療講演会
地域包括支援センター（☎21-5172）

大阪天神橋筋商店街
いちき串木野フェア

食のまち推進課（☎33-5621）

本市特産のサワーポメロを市内外の多くの方にPRするため、サワーポメロ祭りを開催します。

【体験企画予約受付中！】
サワーポメロ形のクッキーにオリジナルデコレーションをしよう♪

「アイシングクッキー」体験（１回につき先着10名）

✿開催時間　１回目 10：00～ 10：40 
　　　　　　２回目 13：00～ 13：40
✿参 加 料　お一人　1,000円
✿申 込 み　農政課　☎33-5635

～アイシングクッキーとは？～
 　アイシング（icing）とは、英語で「粉砂糖に卵白等
を加えて練ったもの」「お菓子にかけるお砂糖の衣」と
いう意味です。アイシングをカラフルに着色してクッ
キーにデコレーションをしたものがアイシングクッ
キー。あなただけのオリジナルサワーポメロ形クッキー
を作ってみませんか？お子様の参加も大歓迎♪

来て♪食べて♪知って♪　いちき串木野サワーポメロ祭り開催！
農政課（☎33-5635）

【日　時】　３月１日（日）　9：00～ 15：00
【場　所】　いちき串木野特産品直売所「季楽館」
【主　催】　 いちき串木野市 

（サワーポメロPR・消費拡大プロジェクト）
【共　催】　 いちき特産品振興会、さつま日置農協、

いちき串木野市観光特産品協会
【内　容】　
・地元生産者によるサワーポメロの試食販売会
・ サワーポメロ加工品の販売
・サワーポメロスムージ―のふるまい
・サワーポメロレシピコンクール１次審査結果発表
・ 市来農芸高校生による「サワーポメロ・ラップ♪」
生披露

・ 体験企画：サワーポメロ形のクッキーにオリジナル
デコレーション♪ 

「アイシングクッキー」体験



CIVIC  NEWS10

　２月３日、子ども達に自分の住む町の危険な場
所や身を守る場所を知ってもらおうと、市教育委
員会へ(株)ゼンリンから「キッズセーフティマッ
プいちき串木野市版」が寄贈されました。
　これは、市が(株)ゼンリンへ情報を提供すると
ともに、キッズセーフティマップの主旨に賛同し
た企業の協賛を得て発行されたものです。
　キッズセーフティマップは、親子で通学路を確
認して危険箇所を手書きで書き込
む作業や、学校で教材として使用
するなど、実際に活用することで
完成していきます。
　キッズセーフティマップは
8,000部寄贈され、市内の小・中学
校へ通学するすべての子ども達に
配布する予定です。

キッズセーフティマップ寄贈
学校教育課（☎21-5127）

※市長の過去１か月の主な活動を掲載しています。
日にち 内　容

1/1（水）
・山之神社元旦祭
・大原町公民館新年会

2（木） 生福地区駅伝競走大会
3（金） 市成人式
5（日） 串木野青果株式会社初競り

6（月）
・仕事始め式
・市内新春賀詞交歓会

7（火）
・	県中小企業団体中央会年始会（鹿児島市）
・観光関係者新年互礼会（鹿児島市）
・年始挨拶まわり（～8日）

10（金）
・国土交通省山西官房審議官来庁、意見交換
・		恵比須神社大漁祈願祭、鹿児島まぐろ船主協会新年会
・市民生委員児童委員協議会新年懇談会

11（土）
・駅伝日置地区選手団激励会
・串木野青年会議所新年会

12（日）
・消防出初式
・消防分団激励会（羽島・照島・中央・本浦）

13（月）
・島平上公民館家長会
・鬼火焚き（荒川）

15（水） 県市町村行政推進協議会所管行政視察
（～ 16日）（愛知県）

17（金） 市医師会三師会
18（土） 上名地区まちづくり協議会年始会

19( 日）
・元気な街づくりウオーキング大会
・鬼火焚き（羽島）

21( 火） Ｂ＆Ｇ全国サミット（東京都）

22（水）
・特別交付税要望（総務省）
・港湾関係団体新春賀詞交歓会（東京都）

23（木） 令和2年度予算市長査定（～24日）

24（金） 市まちづくり連絡協議会・市地域女性
団体連絡協議会「市長・議長と語る会」

25（土） ＰＲイベント「いちき串木野ナイト」（鹿児島市）
26（日） 防衛協力諸団体合同賀詞交歓会（鹿児島市）
29（水） 国保運営協議会

31（金） 県後期高齢者医療広域連合議会議員全員
協議会・研修会（鹿児島市）

市長の主な動き（１月）

第22回 元気な街づくり
ウオーキング大会

市民スポーツ課（☎21-5129）

　１月19日、第22回元気な街づくりウオーキング
大会が開催されました。
　小雨の降る天気でしたが、市内外から参加した
281名の方々は、串木野西中学校をスタート・ゴー
ルに３km、５km、10kmの３つのコースを思い思
いのペースでウオーキングしました。チェックポイ
ントやゴール地点では、地元の方々による豚汁・ゆ
で卵などのふるまいや野菜・サワーポメロなどの地
元物産展も行われました。
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　川内原子力発電所の事故を想定した原子力防災
訓練が、国、県、原発周辺９市町やその他関係機関
と合同で行われました。
　薩摩半島西方沖で震度７の地震が発生し、原子
炉が自動停止、送電線鉄塔の倒壊による外部電源
の喪失、放射線物質の漏えいなどの被害が出たと
の想定で訓練を行いました。
　今回の訓練には、羽島、荒川、川上地区の３地区
のほか、薩摩藩英国留学生記念館などが参加し、
防災無線やエリアメールなどの情報を確認して屋
内避難や一時移転を行いました。
　また、羽島地区では負傷
者が出たという想定で、海
上自衛隊のヘリによる負
傷者の搬送も行われまし
た。参加者は真剣な眼差し
で取り組んでいました。

　２月２日、市民文化
センターで、日置地区
生涯学習推進大会・い
ちき串木野市生涯学習
大会が開催されました。
「セーラー☆スターズ」

のチアリーディングでオープニングを飾り、社会
教育関係功労者の表彰や生涯学習への取組み、３団
体による学習成果の発表などが行われました。
　また、後半にはニュースキャスターの辛坊治郎氏
による「報道の現場から～情報の正しい判断～」と
題した記念講演があり、これまでの体験をもとに
した興味深い内容に、会場の皆さんは聞き入って
いました。
○いちき串木野市社会教育関係表彰（敬称略）
団体　○ 社会教育部門　
　　　　串木野ライオンズクラブ
個人　○社会教育部門
　　　　田渕　智
　　　　久木野　公子
　　　　萬　四郎
　　　○社会体育部門
　　　　栫　赦知雄
　　　　平石　英明
　　　　福田　初美

原子力防災訓練
まちづくり防災課（☎33-5631）

生涯学習大会開催
社会教育課（☎21-5128）

　３月１日に羽島崎神社で開催される太郎太郎祭に合わ
せて、MBCでいちき串木野市ふるさとウィークが展開
されます。
　期間中、いちき串木野市の様々な情報や地元で活躍する
いちき串木野市の皆さんがテレビ、ラジオ、インターネッ
トなどに毎日登場します。
　ぜひご覧ください。

MBCテレビ・ラジオ・ウェブで
一週間たっぷりお届けします！2020.2.24（月）− 3.1（日）
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○大会運営ボランティア
○ダンス講習会講師派遣　○クリーンアップ運動
○協賛　○昭和47年「太陽国体」思い出の品

【申込・問合せ】
燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会
いちき串木野市実行委員会事務局

（市民スポーツ課国体推進係内）
住  所　 〒899-2192　いちき串木野市湊町1丁目1番地 

☎21-5120　FAX 36-5228
Email   sport1@city.ichikikushikino.lg.jp
HP   http：//www.city.ichikikushikino.lg.jp/kokutai/index.html

（大会運営ボランティアはホームページからも申し込みできます）

絶対に
勝ちたい戦

いが、

いちき串木野市で

あるチェスト！
キバレ！

市民スポーツ課（☎21-5120）

市実行委員会だより
vol.11

あと226日 あと247日
（2月20日現在）

生福小学校 (6	年生 )	
冠岳小学校 (5、6	年生 )

羽島小学校 (5、6	年生 )	
羽島中学校 (1、2	年生 )

照島小学校 (6	年生 )	試合の様子

リレーの様子 串木野小学校 (4	年生 )	

　   燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会 PR イベント 
～車いすバスケットボール体験教室～

　鹿児島県車いすバスケットボール連盟所属「薩摩ぼっけもん」「Naughty（ナフティー）」の選手を講師に迎え、1 月 
24 日・31 日に市内小中学校で車いすバスケットボール体験教室を開催しました。 
　日常用車いすと競技用車いすの違いや車いすバスケットボールのルールなどを学んだ後、実際に競技用車いすに
乗ってリレーや試合を行いました。 
　体験教室を通して、競技の魅力や楽しさを学ぶとともに、両大会への興味・関心も高まったようです。

　 クリーンアップ運動
　 ～絶対に勝ち隊 in いちき串木野～
　１月19日、55名の隊員と一緒に、元気な街づくり
ウオーキング大会に参加しながらごみ拾いを行いま
した。次回は３月１日「日本遺産串木野麓周辺」の清
掃活動です。一緒に街をきれいにしてみませんか。

募集情報

@ichikikushikino.kokutai国体特設HP



国際交流員
メラニーの

小野 メラニー 弥生
アメリカ、カリフォルニア州出身
市の国際交流員として、活動中。
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incoln の 12日も加わり、現在は州によってどの日を何の名前で祝うかはバラバラだそうです。カリフォルニア州では 2
月の第三月曜日がこのいわゆる「大統領の日」になっていて、アメリカ全国共通でないことにちょっとショックを受けまし
た。毎月「肉（29）」の日がある今年に何か特別な肉料理を食べようかな！皆さんは増えた一日をどう過ごしますか？

Look before you leap.
石橋を叩いて渡る。

Leap は jumpとほぼ同じ意味がありますが、
目的地まで一気に跳ぶという意味が込められ
ています。

今月のことわざ

vol.20 Leap Year　（閏
うるう

年）
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★★★ みんなでつくろう　安全・安心の街 ★★★

～毎月11日は「地域安全推進の日」～

2020年（令和２年）２月号
まちづくり防災課
（☎33-5631）

　令和元年12月10日から令和２年１月10日までの１か月間、年末年始の犯罪や交通事故防止
等のため、各関係機関が連携して次のような取組を行いました。おかげさまで凶悪な犯罪や死
亡事故は発生しませんでした。
○市・警察・消防・海上保安部合同出発式（串木野漁港埠頭用地）
○うそ電話詐欺被害防止キャンペーン（鹿児島銀行串木野支店・串木野郵便局）
○合同補導パトロール（串木野駅周辺の大型店舗等）
○「110番の日」キャンペーン（市来えびす市場・羽島白浜県道上・Ａコープ串木野店）
○昼夜間の防犯・交通安全パトロール
※	この運動には、地域安全モニター、少年ボランティア、青パト隊等の方々に多大なご協力を
いただきました。また、串木野保育園の園児の皆さんが、出発式を見学しました。

【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

★人身・物件事故ともに減少傾向にあります。
　引き続き、安全運転の励行をお願いします。

死亡事故ゼロ～1,783日
☆☆☆継 続 中！☆☆☆

更に更新を目指しましょう！

「令和元年度  年末年始地域安全運動」の取組
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管内刑法犯包括罪種別認知件数
（2019年１月～12月末）

認知事件種別 件数（件） 前年同期比
（増▲減）

殺人・強盗等の凶悪犯 0 0
暴行・傷害等の粗暴犯 15 4
万引等の窃盗犯 67 ▲9
詐欺・横領等の知能犯 3 ▲1
賭博やわいせつな行為
等の風俗犯 1 ▲5

その他、公務執行妨害・
住居侵入等 15 2

合　計 101 ▲9
※ 減少傾向です。引き続き、犯罪防止策をできる人が
できることから、できる時にご協力をお願いします。

管内交通事故状況（2019年１月～12月末）
いちき串木野警察署管内 前年同期 増▲減

人身

発生件数 43 58 ▲15

死 者 数 0 0 0

負傷者数 47 71 ▲24

物件 発生件数 461 491 ▲30

関係機関合同出発式

「110番の日」キャンペーン
うそ電話詐欺被害防止

キャンペーン
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◆３月の移動図書館車巡回日程
コース 巡回日 コース 巡回日

１コース 3日（火） ９コース 12日（木）

２コース 4日（水） 10コース 17日（火）

３コース 5日（木） 11コース 18日（水）

４コース 10日（火） 12コース 休み

５コース 10日（火） 13コース 19日（木）

６コース 11日（水） 14コース 休み

７コース 13日（金） 15コース 26日（木）
川上小休み

８コース 16日（月）

◆３月のおはなし会
　 串木野本館

７日（土）15：00～（30分程）　
８日（日）11：00～（20～30分程）
　ひよこ絵本（乳幼児向けおはなし会）
21日（土）15：00～（30分程）

　 市来分館
14日（土）11：00～（30分程）

◆臨時休館のお知らせ
　 串木野本館・市来分館

　　３月27日（金）～３月31日（火）
　 　上記の期間は、運営体制変更のため臨時休館とな
ります。期間中の本の返却は、返却ポストのご利用
をお願いします。

いちき串木野市立図書館
【開館時間】
　火曜日～金曜日　　　　　　９：００～1９：００
　土・日・第３日曜日の翌日　９：００～17：００
　串木野本館 ☎３３- ５６５５／市来分館 ☎21- ５８００

詳しいコースにつきましては右
の QRコードのウェブサイト、
または広報紙３月20日号をご
覧ください。図書館へ直接の
電話でもご案内できます。

一般図書
【本館】

『ひみつのしつもん』

私は私のことを監視している
かもしれない何者かの目を欺
くために、見かけ上仕事をし
ているふりをしていることが
往々にしてあるのだ。奇想天
外、抱腹絶倒のエッセイ集。

児童図書
【本館】

『だれもしらない
　図書館のひみつ』

夜長森図書館は、夜長小学校
の中にある、町の人も使える
学校図書館。だけどそこには、
やさしい司書のしおりさんも
知らないひみつがあって…。

一般図書
【分館】

『蝶の羽ばたき、
　　　　その先へ』

突発性難聴で左耳が聞こえ
なくなった中学２年生の結。
悶々とする日々のなか、両耳
の聞こえない今日子さんや手
話サークルと出会い、新しい
一歩を踏み出していき…。

児童図書
【分館】

『あめといっしょに』

るうちゃんが木の下でことりと
あまやどりしています。早く雨
がやんで遊べるように、てる
てるぼうずをつくったけど、雨
はちっともやみません。すると、
そこにりすがやってきて…。

～みつけよう。私だけの一冊～

北川 チハル/作
石井 聖岳 /絵

汐文社

森埜　こみち/作
小峰書店

岸本 佐知子/ 著
筑摩書房

本ひより

田仲 由佳 /作
アリス館


