
3
VOL.173
2020年3月23日発行

広 報

いちき串木野
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農政課（☎33-5635）
～第40号～『手をかけ　目をかけ…』

農政課（☎33-5635）
～第41号（最終号）～『春はもうすぐ！』

　市では、糖尿病とその予備群や肥満を気にしている方などに適した総エネルギー600kcal 未満、食塩相当量
３g 未満で栄養バランスが整った外食・中食メニューを「EATde 健康メニュー」として登録し、その開発に取り
組んでいます。
　EATde 健康メニューは、「食のまち　いちき串木野の健康で美味しい食事」を意味しています。

　減塩や減カロリーしても美味しく、楽しく食事をしていただけます。この機会に日ごろの食生活の改善、健
康増進に取り組みましょう！

　海・山など自然に囲まれ、様々な食材・食文化に恵まれた
いちき串木野市の食に関わる情報をお伝えします！

食のまち推進課（☎33-5621）

健康のために「食」を見直そう！

 

 

 

 

　おごじょ達にとって、今年度最後の実習日。１年間お世話に
なったおごじょ畑のお手入れに励みます。

　第４期塾生29名
が、１年間の研修
過程を修了しまし
た。野菜や米の栽
培、料理や加工体
験など、地域の先
輩方のご協力をい

ただき、多くのことを学びました。スキルアップし
たおごじょ達の今後の活躍に乞うご期待♪

　「チャレンジ農業♥おごじょ塾」事業に変わり、
令和２年度から、農業分野での起業を目指す方を
対象とした新たな事業が始まります。

などなど、様々な想いや可能性をカタチにしてみ
たいあなた！ぜひ一緒に活動してみませんか？
★応募詳細は本号24ページをご覧ください★

　大きなダイ
コンが育ちま

すように…。

　間引いた芽

も美味しく料

理していただ

きます♪

　太く生育の
良い茎を６～

７本残し、不

要な茎は取り

ます。頭を悩

ませる作業で

す…。

　ちっちゃな
赤ちゃんソラ

マメを発見！

おごじょ達か

ら歓声が上が

ります♪

おごじょ畑の手入れ作業　（2月19日）

最後の実習は…

～タマネギの草取り～

～ダイコンの間引き～ ～ソラマメの芽かき～

『おごじょ♥食農起業塾』

　雨上がりの畑は、雑草が
面白いようにきれいに抜け
ます。広～い畑もみんなで
取りかかれば、あっという
間に草取り完了！

さらに志を高く！

起業を目指す「おご
じょ」集まれ♪

～祝 !! 卒塾～

　陽気に誘わ
れ、てんとう

虫も遊びにき

ました。春は

もうすぐ！

～春の足音♪～

・�栽培した野菜を直売所やスーパーで販
売したい！
・�地元農産物を使った加工品を商品化し
たい！
・�地域の女性達と一緒に「農家レストラン」
をやってみたい！

事業が

変わりま
す

　EATde たもいや定食ごはん
（提供店舗：はしまごはん処たもいや。）

　（メニュー例）

　ミニまぐろ丼ヘルシーセット
（提供店舗：串木野市漁協直営　海鮮まぐろ家）
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～子どもの睡眠とスマホ・ゲーム～

☆�子どもの脳と心身の健全な発達のため、乳幼児期から十分な睡眠時間を確保するこ
とが何より大切です。そのためには、親が睡眠の重要性を理解し、子どもと一緒になっ
て生活リズムを整えましょう！

　　　〜脳の発達について〜

　　　〜睡眠時間について〜

　　　〜睡眠の大切さとスマホ・ゲームの影響について〜

〜子どものベスト睡眠時間は〜
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健康なまちづくり 串木野健康増進センター（☎33-3450）

　近年、夜型の生活で睡眠時間が少ない子どもや、早い年齢の段階からスマホ依存と
なっている子どもが増えています。

　人間の脳は、生まれて1年で2倍の大きさになり、
5年で大人の脳の9割まで発達するといわれていま
す。
　これは、寝ているときに発達するとされており、
まさに、子どもにとっての睡眠は、脳を創り、育て、
守る大事な時間です。

　日本では、約4割の乳幼児が22時過ぎに寝ており、総睡眠時間がニュージーラン
ドの約13時間に比べ、11時間余りと短いことが報告されています。
　これは、大人の睡眠時間が世界で最も短いのが原因といわれています。

年　齢 睡眠時間
1歳まで 14～15時間
１～３歳 12～14時間
３～５歳 11～13時間
学 童 期 ��9 ～ 10 時間
中 学 生 ��8 ～���9 時間

　睡眠は、体の疲れを取るだけでなく、脳の疲れも取り、脳の動きを
回復させます。近年、寝る前までスマホを見たり、ゲームをしている
お子さんが増えています。スマホやゲームによる強烈な人工の光や機
械音は、乳幼児の脳の発達に悪い影響を与え、軽度の脳機能障害が起
こる可能性があるといわれています。



MBCふるさとウィーク
１週間まるごと市の魅力をPR

バスケットボール全国大会出場

　2月24日から3月1日にかけて、「ＭＢＣいちき串木
野市ふるさとウィーク」として、ＭＢＣテレビ「かご
しま４（よじ）」「てゲてゲ」や、ラジオ「ポニーのスマ
イル中継」「海童が行く」のほか、ウェブサイトなどに、
市民が連日登場しました。
　また、「MBC アーカイブス　あの日のふるさと」で
は昭和から平成にかけての懐かしい映像や風景が流
れ、いちき串木野づくしの1週間となりました。
　2月25日には「ポニーのスマイル中継」と「かごしま
４（よじ）」で、市の特産品やイベントなどいちき串木
野市の魅力と、太郎太郎祭をＰＲしました。
　太郎太郎祭の様子は、4月5日にＭＢＣテレビ特別
番組で放送されます。ぜひ、ご覧ください。

　11月16日から23日にかけて行われた、第47回県
下ミニバスケットボール選手権大会で、串木野小学
校６年の蓑手海

かい
叶
と

くん、榎木璃
り

旺
お

くん、中川曖
あい

虎
と

くん、
２年の蓑手洋

よう
祐
すけ

くんが所属する川内グリーンバック
スが優勝し、九州大会と全国大会出場を決めました。
　１月11日、12日に行われた U12全九州バスケット
ボール大会では、見事に決勝まで進出し、堂々の準
優勝に輝きました。
　選手達は、「県大会で優勝できると思っていたが、
目標を達成できてほっとした。全国大会は楽しみで、
全勝が目標」と抱負を話してくれました。
　なお、３月30日と31日に開催予定だった全国大会
は中止となりました。

指導農業士に認定

「かごしま４」に出演し、いちき串木野市と
太郎太郎祭をＰＲする田畑市長と川口勝則さん(中央右)

　女性農業経営士で農業委員も務められている果樹
農家の西 美香さんが、鹿児島県の指導農業士に認定
されました。
　指導農業士は、県が認めた農業経営能力等が優れ
た認定農業者で、県内では農業後継者の育成・指導な
ど、農業に関わる様々な場面で、現在238名（うち女
性11名）が活躍しています。

ポニー号のラジオ中継で太郎太郎祭を PR
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第９回音楽のつどい開催

串小ＰＴＡベルマークで社会貢献

100歳おめでとうございます

　２月23日、市民文化センターで音楽のつどいが開
催されました。
　コールあじさいによる合唱にはじまり、ピアノと
ヴァイオリンの演奏やハーモニカ、オペラなど多く
の舞台発表が行われ、子どもから大人まで幅広い年
代の発表が披露されました。
　また、ロビーでは華道協会の展示、茶道裏千家のお
茶のふるまいなども行われました。

　２月26日、串木野小学校ＰＴＡは、集めたベルマー
クで購入した空気清浄機を市に寄贈しました。
　ベルマーク部長の尾辻恵梨さんは「子ども達の一
人ひとりの力が大きな力になります。今後も福祉の
向上に寄与していきたいと思います」と市長へ手渡
しました。
　贈られた空気清浄機は、串木野健康増進センター
で母子の相談室等に設置し、大切に使わせて頂きま
す。
　ありがとうございました。

　１月28日に中野シマさん（島内）が、100歳の誕生
日を迎えられました。
　中野さんには、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30名
（２月14日時点）です。
　いつまでもお元気で長生きしてください。

生活研究グループ活動に貢献
農山漁村女性活動功労者表彰

　２月14日に鹿児島市で開催された鹿児島県生活
研究グループ50周年記念大会で、本市生活研究グ
ループの松下洋子さんが感謝状を贈呈されました。
　松下さんは、地域の女性達と生活研究グループを
結成し、地産地消を活かした食育活動や、食の伝承
活動、男女共同参画への取組など、農業・農村の活
性化を目指して長年活動を続けてきました。また、
県生活研究グループ会長として平成10年から６期
22年の長きにわたり貢献され、現在も生活研究グ
ループの会員として活躍されています。
　おめでとうございます。

鹿児島県青年農業クラブ意見発表
「輝けトーク」で最優秀賞を受賞

　２月13日、志布志市で開催された第59回鹿児島県
青年農業者会議における意見発表「輝けトーク」の部
で、本市在住の磯

いそ
部
べ

泰
たい

良
ら

さんが最優秀賞を受賞しま
した。
　磯部さんは「感謝をカタチに」をテーマに、鹿児島
県立農業大学校からの縁や、自分をサポートしてく
れている果樹栽培の先輩たちへの感謝の想いを７分
間にわたり発表しました。
　今年７月に沖縄県で開催される九州大会に、鹿児
島県代表として出場します。
　おめでとうございます。
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　２月23日、深田神社境内で五穀豊穣を願う県指定
無形民俗文化財のガウンガウン祭が開催されました。
　テチョ（親父）と太郎、次郎のユーモラスなやり取
りが笑いを誘う田植えの即興劇では、参加した子ど
も達がクワの形をした木の枝でテチョの足を引っ掛
けて転ばせます。テチョが転べば転ぶほど、その年は
豊作になるとのことで、今年は特に多くの子ども達
が参加し、テチョの足を引っ掛けて転ばせると、会場
を訪れた観客から大きな笑い声が上がりました。

　３月10日、長崎鼻公園にある「鎮魂の碑」で、献花
式が行われました。
　この碑は、昭和60年３月31日に串木野漁港を出港
して甑島へ向かっていた瀬渡船「開洋丸」が転覆し、
乗っていた27名全員が死亡・行方不明となった事故
を受けて、同年12月に建立されたものです。
　この３月で事故から35年を迎え、瀬渡し船の関係
者でつくる西薩遊漁船安全運航連絡会や海上保安部
職員などが、鎮魂の碑周辺を清掃し、献花しました。
　参加した方は、「35年前も今日のように風が強かっ
た。もう二度と悲劇が起こらないようにしてほしい」
と話しました。

　３月１日、県指定無形民俗文化財の太郎太郎祭が
羽島崎神社で開催されました。
　太郎太郎祭は、豊作と豊漁、そして数えで５歳に
なる子どもの健やかな成長を一緒に願う珍しい祭り
です。今年は、「田打ち」と「船持ち」に８名が参加し、
手ぬぐいや青いたすきを身につけた伝統的な姿の子
ども達が、地域や家族に見守られながら、小さな船
を持ち、拝殿内を周回したり、松葉を苗に見立てて
田植えをしたりしました。
　船持ちに参加した金駿希くんの母親の敬乃さん
は、「地域や家族から祝ってもらえる環境はうれし
い。羽島のルーツを感じ、健康に育ってほしい」と健
やかな成長を願いました。

まちの魅力学ぶ　かるたで熱戦

「鎮魂の碑」献花式

　２月15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、45チーム約
210名が熱戦を繰り広げました。
　大会は、串木野青年会議所がかるたをとおして、
まちの宝を子ども達に伝えたいと毎年開催してい
るもので、市内９校の小学生が学校ごとに分かれた
チーム戦で競います。まちの自然や歴史、名物など
が描かれた札が読みあげられると、「がんばれ！」「あ
と１枚！」など、各チームが力を結集して勝利を目
指しました。
　上学年で優勝した羽島小学
校６年の有村千愛さんは、「こ
れまで４・５年生で勝てなく
て、最後にこの４人で勝てて
とてもうれしかった」と話し、
チームで喜びを分かち合って
いました。

太郎太郎祭 ガウンガウン祭
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第13回　市柔道大会

第９回　串木野地域弓道大会

第56回市内バドミントン大会

　２月２日、第13回市柔道大会が総合体育館で開催
され、市内外から小中学生280名が参加し、熱戦が
繰り広げられました。
　大会結果は次のとおりです。（本市関係分）
○中学生女子の部
　優　勝　西　麻梨香（忠氣道場スポーツ少年団）
○中学生男子55㎏級
　優　勝　久木野　隼矢（忠氣道場スポーツ少年団）
○中学生男子無差別級
　優　勝　榊原　天蘭（忠氣道場スポーツ少年団）

　12月15日、串木野弓道場で、第９回串木野地域弓
道大会が開催されました。
　大会は、中高校生と社会人の交流や弓道技術の向
上を目的として開催され、中学生17名、高校生７名、
社会人10名で34名の参加があり、親睦を深めまし
た。
　大会の主な成績は次のとおりです。（敬称略）
○中学生の部　優勝　江藤　慶
○高校生の部　優勝　荒原　愛海
○一般の部　　優勝　橋口　聖矢

　１月26日、総合体育館で第56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94名が参加し、
一緒になって心地よい汗をかきました。
　大会結果は次のとおりです。（敬称略）
○男子初級ダブルス
　優勝　宇野　秀尚 ・ 上新　剛
○男子中級ダブルス
　優勝　田代　茂穂 ・ 林　猛城
○男子上級ダブルス
　優勝　田中　玲穏 ・ 西之園　礼綺
○女子初級ダブルス
　優勝　田中　未央 ・ 長尾　恵里
○女子上級ダブルス
　優勝　原口　小巻 ・ 濵田　娃来
○混合初級ダブルス
　優勝　潟野　真 ・ 潟野　律子
○混合中級ダブルス
　優勝　宝満　希 ・ 大王　里香
○混合上級ダブルス
　優勝　田中　玲穏 ・ 濵田　娃来

駅伝選手の力走に大きな声援

　２月15日から19日までの５日間にわたり、第67回
県下一周市郡対抗駅伝競走大会が開催されました。
　大会2日目には本市を通過し、沿道から温かい声
援が送られました。日置チームは大会１日目と５日
目に日間優勝し、総合３位の成績でした。

　早春の霧島路を舞台に、第33回鹿児島県地区対抗
女子駅伝競走大会が１月26日に霧島市で開催され、
Ｂクラス優勝、５位の成績でした。
　日置チームの今後の更なる活躍を期待します。
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※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

２/２（日）

・あらかわ文化祭
・市柔道大会
・ 島平第一漁業生産組合「第 28 松榮丸」出港式
・ 北前船寄港地フォーラム in 鹿児島

レセプション（鹿児島市）

５（水） ・日赤鹿児島県支部評議員会（鹿児島市）
・県市長会定例会（鹿児島市）

６（木）
・ 市地域女性団体連絡協議会からの

義援金目録贈呈式
・県森林・林業振興大会（鹿児島市）

７（金） ・ 天神橋筋商店街いちき串木野フェ
ア トップセールス（大阪府）

９（日） 県原子力防災訓練
10（月） 市来農芸高校 営農の門出を励ます会

12（水） ・交通事故防止「旗の波」活動
・鹿児島地域振興局へ事業要望

14（金）
・ 県後期高齢者医療広域連合議会第

1 回定例会（鹿児島市）
・県酒造組合賞状授与式・祝賀会 ( 鹿児島市）

15（土）
・ 原子力規制委員会との意見交換（薩

摩川内市）
・県下一周駅伝日置チーム激励

16（日）

・木場迫公民館蕎麦会
・串木野ロータリークラブ教育講演会
・ 清泉女子大学 市との連携・協力協定に

基づく事業実施説明会
18（火） ・衛生処理組合議会定例会

19（水）
・令和２年度当初予算記者発表
・市空き家等対策協議会
・駅伝日置地区選手団反省会

20（木） ・ 県浄化槽セミナー、市町村長研修会（鹿児島市）
・市総合教育会議

21（金） ・市議会（開会日）
・国保連合会通常総会（鹿児島市）

23（日） ・第９回音楽の集い
・串木野ライオンズクラブ結成 55 周年記念大会

25（火）

・ＭＢＣふるさとウィーク テレビ・ラジオ出演
・市来神社春季例大祭
・100 歳到達者表敬訪問
・新型コロナウイルス感染症 市対策本部会議

28（金） ・県市町村職員共済組合会（鹿児島市）

市長の主な動き（２月）

移動図書館車「ゆめはこぶくん」が
市内を巡回します

市立図書館（☎33-5655）

　この表は保管してご利用ください。次号からは巡
回日程のみの掲載となり、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も掲
載しています。

　図書館から遠い地区では、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。

市政ニュースCIVIC NEWS

市ではこんなことをしています

コース 巡回場所（予定時刻）

１コース
荒川小学校
平江公民館東
浜ケ城（旧南商店隣）
塩田団地

（13:00～13:40）
（14:30～14:50）
（15:00～15:20）
（15:30～16:00）

２コース
旭小学校・旭幼稚園
薩摩金山蔵駐車場
酔之尾東団地（旧雇用促進住宅）

（13:10～13:50）
（14:00～14:20）
（14:35～15:05）

３コース
冠岳小学校 
ウッドタウン
ひばりが丘団地

（13:10～13:40）
（14:00～14:20）
（14:35～15:05）

４コース 羽島中学校 （13:10～13:50）

５コース 羽島小学校 （13:05～13:50）

６コース 生福小学校 （13:15～14:00）

７コース

川上小学校
中組集落センター
迫公民館
川南交流センター
市来駅前

（13:05～13:50）
（13:55～14:20）
（14:30～14:50）
（15:00～15:20）
（15:30～16:00）

８コース 串木野西中学校
浜町市場通り会無料駐車場

（13:10～13:50）
（14:00～14:20）

９コース 生冠中学校
麓公民館

（13:10～13:50）
（14:10～14:30）

10コース 荒川小学校 （13:00～13:40）

11コース 旭小学校 （13:10～14:00）

12コース 冠岳小学校 （13:10～13:40）

13コース 羽島小学校 （13:05～13:50）

14コース 生福小学校 （13:15～14:00）

15コース
川上小学校
恵比須県営住宅
迫田前県営住宅
市来駅前

（12:40～13:25）
（13:35～13:55）
（14:10～14:40） 
（14:50～15:20）
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　市内公立小中学校、高等学校などへ、様々なテーマで男女共同参画についての講座を行いました。

男女共同参画の気づき
政策課（☎33-5672）

　薩摩半島の５市で構成される薩摩半島観光振興協議会。行政区を越えた観光情報をお届けします。
日置市

湯之元温泉馬頭観音馬踊り くじらの眠る丘 桜・お花見スポット 第13回　枕崎ぶえん鰹
スタンプラリー

南さつま市 南九州市 枕崎市

薩摩半島×観光H
ハ ン ト

UNT

４/12（日）
８：00～17：00

日時 ４月下旬～５月上旬日時 ３月下旬～４月上旬日時
３/１（日）～５/31（日）日時

日置市商工観光課観
光戦略係
☎099-248-9409

問

南さつま市観光交流
課
☎0993-53-2111

問

南九州市商工観光課
☎0993-83-2511

問

ぶえん鰹スタンプラ
リー実行委員会
☎0993-78-3500

問

日置市東市来町湯田
付近（湯之元温泉街）

場所 南さつま市大浦町
29451番地

場所 岩屋公園
知覧平和公園

場所
枕崎市内場所

無料料金日置市東市来町の湯之
元温泉に春の訪れを告
げる湯之元馬頭観音馬
踊り。色鮮やかに着
飾った鈴かけ馬と踊り
連が太鼓・三味線・お
はやしにのり温泉街を
練り歩きます。木市も
同時開催！ぜひお越し
ください !!

内容 マッコウクジラの骨
格標本を展示。一面
に咲き誇る芝桜が見
頃です。

内容

南九州市内の県内で
も有数の桜の名所で
は、ライトアップが
行われ夜桜も楽しめ
ます。

内容

枕崎を食べつくせ！
スタンプを集めて豪
華賞品を当てよう！

内容

テーマ

串木野西中学校

串木野高校

市来中学校

9

「人権について」「デートDV防止」（参加者の感想と様子）
・�「ちがい＝まちがい、おとっている、じゃないということです。人は大人数
いれば、ちがう意見は出てくるものだし、それに否定するのではなく共感
し、自分の意見に加えるという考えを持つことが大事だと学びました。
・�「ちがい」があるからこそ、いろいろなアイデアが出せるという言葉を聞き、
すごく響きました。

・�デートDVのところでは、相手の自由を奪うということが、人権の侵害になる
ということに驚きました。
・�望まない妊娠やデートDVなどの被害にあわないようにするためには、自分
の気持ちをしっかり伝えて確認し合うことが大切なんだと知りました。その
ためには、普段からYouメッセージではなくＩメッセージを使うように心が
けることも大事になってくるのだと考えました。

・�討論でどちらかの意見に決めつけるのではなく、対話をとおして新しい意
見を生み出すことが、これからの社会をつくっていくうえでとても大切な
ことを学びました。
・�皆、お互いに違いがあって、それを受け入れながら、相手を傷つけないよう
に配慮して、きちんと自分の意見を伝え合うことが大切だと知った。
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　今後の公共施設の適正な配置に向けた検討を行うための資料として活用するため、市民を対象にア
ンケートを行い、937名の方から回答をいただきました。今後の公共施設等のあり方について参考とさ
せていただきます。広報紙ではご回答の一部を抜粋して掲載します。

アンケート概要
　期　間：令和２年1月6日～1月27日
　対象者：無作為に抽出した年齢15歳～ 74歳の市民2,000人
　回答数：937名（回答率46.85％）

　【あなたの年齢を教えてください】

　【公共施設を利用していない理由を教えてください】複数回答可
�

　【�公共施設は今後多額の更新費用がかかると見込まれます。あなたの考えに近いものを
1つ選んでください】

　　○意見Ａ　市税や使用料などの負担が増えてでも、全ての施設を維持していくべきである。
　　○意見Ｂ　負担が増えないように施設を減らしていくべきである。

公共施設に関するアンケート結果
経営改革課（☎33-5630）

利用する機会がない
施設自体を知らない

希望する時間に利用できない
希望する設備・機能がない

利用料金が高い
同じような民間の施設を利用している

その他
無回答

849
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0 200 400 600 800 1000

114

10代…５％

20代…５％

30代…９％

40代…16％

60代…28％

70代…19％

無回答…２％

50代…16％

意見Ａに近い…12％

意見Ｂに近い…59％どちらとも言えない…27％

無回答…２％
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　【�今後公共施設の維持更新費用に不足が見込まれますが、どのように対応すべきと考え
ますか】複数回答可

�

　【市のホームページを見る頻度を教えてください】
�

　【市の広報紙を見る頻度を教えてください】
�

　【ご意見の一部をご紹介します】
　・施設の廃止や縮小はやむを得ないまたは積極的にすすめるべきだ。
　・対策をもっと早く行うべきだった。
　・施設のPRをもっとすべきだ。
　・施設拡充等をするべきだ。
　・税金は上げてほしくない。

これらの結果を受け止め、今後の公共施設の施策に生かしてまいります。
全ての項目につきましては、市のホームページに掲載しています。

施設の修繕をし、建て替えをしないようにする
他の公共サービスを削減し、公共施設の経費を賄う

施設の利用料金を上げる
同じ用途の施設が2以上ある場合は施設数を減らす

市民全体で負担するため、増税する
利用が少ない施設は廃止する

その他
無回答

0 200 400 600 800
233

66
56
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11
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13

定期的に見ている…６％

ほとんど見ない…22％

調べたいものがある時…31％
見たことがない…39％

無回答…２％

毎回見る…65％見たい時に見る…22％

ほとんど見ない…９％

無回答…１％
見たことがない…３％


