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★ CKD（慢性腎臓病）⇒成人の約 8人に 1人
　　　　　　　　　　　「新たな国民病」と言われるほど、とても身近な病気。

　腎臓の働きが健康な人の 60％未満に低下するか、あるいは、タンパク尿が出ると
いった腎臓の異常が続く状態。
【定義】次の①、②のいずれか、または両方が 3か月以上持続した状態のことを言います。
①尿異常、画像診断、血液、病理で腎障害の存在が明らか。
②GFR※が 60（ml/ 分 /1.73 ㎡）未満に低下 ※GFR：糸球体ろ過量（腎臓の機能を表す指標）

　進行し放っておくと、人工透析が必要になったり、心筋梗塞や脳卒中など生命に
関わる病気の重大な危険因子となったりします。

● 血液中の水分と、ミネラルのバランスを保つ
● 血圧の調整
● 赤血球の産生に必要なホルモンをつくる 
● 骨を健康に保つのに必要なビタミンを活性化させる

〈CKDとは？〉

腎臓の主な働き

　CKD は初期の自覚症状がほとんどなく、末期になるまで自分で気が付く
ことはほとんどありません。定期的に検診を受診し、早期発見・早期治療
が大切です。

こんな人は要注意！！

CKDって何??

毎日約 200ℓの血液を
ろ過して老廃物を尿とし
て体外に排出し、体内を
きれいに保っています

・塩分や脂肪をとりすぎない。バランスの良い食事を！
・肥満、運動不足の解消に努める
・禁煙、節酒に努める
・水分を十分にとる（脱水は危険！）
・薬を必要以上に服用しない（薬の調整はかかりつけ医・薬剤師に相談を！）
・医師に相談し、危険因子を適切に治療（コントロール）

★予防のためのポイント★

高血圧、糖尿病、
肥満等の生活習慣
病やメタボリック
シンドロームが
ある高齢者

心臓病や腎臓病の既往有、
家族に腎臓病の人がいる

検診等で蛋白尿が
見つかったことがある

たばこを
吸っている尿蛋白

心臓から送り出される血液の
20％以上が流れています

健康増進課
☎33-5613

2



 ○企業の概要
　㈱神薗自動車は、昭和 51 年創業で西薩工業
団地内に平成５年に工場を移転しました。国
道３号線沿いの空を飛ぶ黄色いベンツでお馴
染の車の展示場ともども、おかげ様で地域の
皆様に支えられ、自動車の販売・車検整備、
鈑金塗装、24 時間ロードサービスまでお客様
が第一のステーションをめざし日々努力して
います。

○従業員数　10 名
○経営理念　社会の変化に適応し常に変化し、お客様
　　　　　　第一のステーションを目指します
○所 在 地　いちき串木野市西薩町 17 番地 11
○電話番号　33-1150
○ホームページ　http://kamizono-car.com

 ○若手社員の企業アピール
　私どもの会社は、創業
44 年になります。主な業
務は、車販売、車検整備、
鈑金塗装になります。私は、
何もわからないゼロからの
出発だったので最初は不安

と戸惑いばかりでしたが、何より人間味のあるお客様
とのコミュニケーションこそ不安を取り除いてくれま
した。お客様との何気ない会話、笑顔こそ楽しく働け
るコツだと感じてきました。今でも皆様に日々活力を
頂き感謝しながら働かせて頂いております。

株式会社　神薗自動車

○従業員数　７名
○所 在 地　いちき串木野市別府 4289-4
○電話番号　33-2408
○営業時間　10：00 ～ 19：00

Chocolate House Samurai

 ○企業の概要
　当社は、洋菓子、ソフトクリーム、クロワッ
サンなどを製造販売するお店で、老若男女を
問わず、好まれる商品を販売しております。
　パティシエ歴 25 年が作る極上スイーツを実
演販売しながら、店内で飲食できるスペース
もあります。
　今回、地元いちき串木野を盛り上げて、地
域に貢献できるよう５月 18 日に JR 神村学園
前駅近くにスイーツ店をオープンしました。
いちき串木野名産のまぐろをイメージしたソ
フトクリームもあり、最近はテレビでも紹介
されました。

 ○企業アピール
　私は、武士の家系で生ま
れ、26 年ぶりに地元に帰っ
てきました。
　これまで、グランドハイ
アット福岡や志布志道の駅
松山の人気スイーツ店で

シェフパティシエを務めておりました。
　武士魂を一品一品のスイーツに込め、お子様からご
年配の方々まで愛されるお店作りに努めております。
　丹精を込めて作る甘味をお楽しみください。

企業の広場 いちき串木野市立ハローワーク
☎26-1191Vol.9

市内で頑張っている企業の特色や取組み、
若手社員の声などを毎月お伝えします。

吉留 智人さん
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　11月２日、全国生涯スポーツ功労者表彰（文部
科学省）の伝達式が行われました。
　受賞されたのは、祐下直さん（河内）で、暁剣
道スポーツ少年団の指導者として昭和47年２月か
ら48年間の長年にわたり、青少年の健全育成や剣
道競技の普及発展に多大な貢献をされていること
が認められたものです。
　おめでとうございます。

　10月23日、川上小学校で県教育委員会指定研究
協力校「読書指導」研究公開が開催され、県内各
地から61人の教職員が参加し、「本に親しみ、自ら
学びに生かす児童の育成」を研究テーマとして、
公開授業及び研究協議等が行われました。
　また、地域の方の読み聞かせやビブリオバトル
大会、親子読書、教科学習での図書活用など特色
ある読書活動への
取組が高く評価さ
れ、11月11日 に 県
子どもの読書活動
推進優良校として
表彰されました。

　11月11日に鹿児島市で開催された鹿児島県図書
館大会で、照島小読み聞かせグループ「てるてる
くらぶ」が、子どもの読書活動推進優良団体表彰
を受賞されました。
　「てるてるくらぶ」は、平成14年に発足し、19年
目になります。25名の会員は、毎週木曜日８時30
分からの全クラスでの読み聞かせをはじめ、夏の
緑陰読書や冬のクリスマスおはなし会などの活動
を通して、読書好きな子どもの育成に大いに貢献
されています。また、このような活動が子ども達
と保護者や校区民のふれあいの場となっています。
　おめでとうございます。

県子どもの読書活動推進優良団体表彰
ダイドーグループ日本の祭り認定証の授与

　令和２年３月に行われた本市の県指定文化財「太
郎太郎祭」がダイドーグループ日本の祭りで取り
上げられ、特集番組が制作されたことを記念して、
11月25日、ダイドードリンコ株式会社から市へ認
定証の授与がありました。なお、この「太郎太郎祭」
の特集番組は、次のとおり全国放送されます。
【放送予定】
　BS12（トゥエルビ）
　　令和３年１月16日（土）18：00～18：55

県教育委員会研究協力校
「読書指導」研究公開

全国生涯スポーツ功労者表彰
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　11月11日、羽島中学校で一流の芸術に触れても
らおうと能楽堂嘉祥閣による能楽が披露され、羽
島小学校の児童も一緒に鑑賞しました。また、11
月13日には串木野西中学校で、淡路人形座による
人形浄瑠璃が上演されました。
　使用する楽器の説明や演奏、また子ども達が舞
台にあがり演技
するなど、普段
はなかなか体験
することのでき
ない貴重な機会
となりました。

文化芸術による子供の育成事業

　日置地区の果樹の新たな品目として期待される
北原早生（露地）が出荷されました。
　北原早生は、福岡県みやま市で発見された極早
生種と早生種の中間に位置する品種です。日置地
区では平成29年に北原早生の許諾権を得て、本市
に２か所、日置市に１か所苗木が導入されました。
　糖度が12～13度と甘くてジューシーな北原早生
は、収穫時期が11月上中旬頃で、日置地区の栽培
体系に取り込む新たな品目として有望であり、Ｊ
Ａさつま日置の販売戦略の一つとしても期待され
ます。

新たな品目「北原早生」出荷

　11月25日、本市生福地区の西拓郎さんの農園で、
ＪＡさつま日置の令和２年産加温大将季（だいま
さき）の鋏入れ式が行われました。
　ＪＡさつま日置管内で栽培する大将季は、果皮
と果肉が濃いオレンジ色で見た目が美しいことか
ら贈答用としても人気があります。
　この大将季は、安心・信頼を確保するため、一
定の基準を満たした農林水産物を鹿児島県が独自
に認証する「かごしまの農林水産物認証」を継続
して13回取得しています。同管内には11名の生産
者がおり、本市では４名の生産者が84アールの農
園で栽培しています。今年度は管内約90トンの出
荷を見込んでいるそうです。

加温大将季鋏入れ式

　遠洋まぐろ延縄漁船が、11月12日に串木野漁港
外港を出港し、家族や関係者などたくさんの参加
者に見送られました。
　今回出港したのは串木野まぐろ㈱の第二十八松
福丸。南インド沖で、キハダマグロ・ミナミマグ
ロを追います。
港では、出港す
る乗組員や関係
者へ向け、お酒
で航海の安全と
大漁を祈願しま
した。

大漁願う　まぐろ船出港
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　11月８日、
令和２年度
いちき串木
野市スポー
ツ少年団本
部旗争奪ソ
フトボール
大会が開催
され、熱戦
が繰り広げられました。
　大会結果は次のとおりです。
●優　勝　　生福ソフトボールスポーツ少年団
●準優勝　　若鷲ソフトボールスポーツ少年団

令和２年度いちき串木野市スポーツ少年団
本部旗争奪ソフトボール大会結果

　照島小６
年の南新琴
美さんが税
に関する絵
はがきコン
クールで最
優秀賞を受
賞し、10月
29日に照島
小学校で表
彰されました。
　串木野・日置地区内で312枚の応募の中から最優
秀賞に選ばれました。南新さんは、「賞をもらうの
は初めてで嬉しかった。税金のおかげでいろいろ
と助かっているから、その思いを描いた」と話し
てくれました。

税に関する絵はがきコンクール最優秀賞

　11月８日、いちき串木野市庭球場で開催されま
した。
●一般の部　優　勝　井手上・内組（串中エターナル）
　　　　　　第２位　中野・下袴田組（串中エターナル）
　　　　　　第３位　坂口・坂口組（羽島クラブ）
　　　　　　　〃　　千竃・濵田組（伊集院高校）
●女子の部　優　勝　樫八重・川口組（楓小娘）
　　　　　　第２位　前畑・飯野組（串木野高）
　　　　　　第３位　坂井・米丸組（串木野高）
　　　　　　　〃　　山口・赤岩組（楓小娘）

シーサイドソフトテニス大会

　11月12日から
25日の『女性に
対する暴力をな
くす運動』に合
わせ、串木野庁
舎・市来庁舎の
玄関ロビーに、
運動のシンボル
であるパープルリボンを結ぶツリーを設置し、女
性に対する暴力の根絶を訴えました。
　この取組は「国際ソロプチミストいちきくしき
の」の協力で行われました。
●国際ソロプチミストとは
　 　女性と女児の生活を向上させるために活動し
ている女性の世界的奉仕団体です。

女性に対する暴力をなくす運動

　身体的暴力だけが暴力ではありません。精神
的暴力（怒鳴る・無視する）等も暴力です。相
手がどのような間柄でも決して許されません。
DVで悩んでいる方は、ひとりで悩まず相談し
てください。
●鹿児島県男女共同参画センター
　☎099－221－6630／ 6631
　（９：00～ 17：00　月曜日休館）

　12月８日、神村学園から全国大会に出場する６
つの部が市役所に報告に訪れました。
　高等部から女子駅伝部、男子サッカー部、女子
サッカー部、女子ソフトボール部、吹奏楽部、中
等部から女子サッカー部が12月から3月にかけて全
国大会に出場します。
　選手を代表して、高等部女子駅伝部の中須瑠菜
主将が「コロナ禍で大会を開催してもらえること
に感謝の気持ちを持ち、いちき串木野市民である
ことに誇りを持って戦ってきます」と決意表明を
行いました。
　日本一を目指して頑
張ってください。

目指せ日本一！　神村学園　全国大会へ
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来館者19万人達成～薩摩藩英国留学生記念館～
 観光交流課（☎23-5640）

　11月12日、薩摩藩英国留学生記念館の来館者が19
万人を達成しました。
　19万人目のお客様は、鹿児島のウェルネスモニ
ターツアーに参加した池山智子さんでした。池山さ
んは、「薩摩スチューデントのように郷土愛とチャ
レンジ精神を忘れずに置かれた環境で一生懸命頑
張ります」と話しました。

串木野港でテロ対処合同訓練
 まちづくり防災課（☎33-5631）

　11月５日、東京オリンピック・パラリンピック競
技大会等の開催を控え、テロ等緊急事案の発生に備
えて、串木野港でテロ対処合同訓練が行われました。
　今回の訓練には、串木野海上保安部、いちき串木
野警察署、市消防本部等が参加し、新型コロナウイ
ルス感染防止対策を行いつつ、不審者の身柄確保な
ど、各機関の非常時対応を確認しました。

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会
2023年開催決定イベントを開催しました
 市民スポーツ課（☎21-5120）

　11月14日、市総合体育館で、燃ゆる感動かごしま
国体・かごしま大会2023年開催決定イベント～絶対
に勝ちたい戦いが、いちき串木野市である～を開催
しました。
　当日は、市実行委員会関係者等が参加し、市内
中学生・高校生制作の歓迎装飾看板や国体エコバッ
グ、ゆめ～ KIBAIYANSE ～ダンスのお披露目を行
いました。
　また、アリーナ内には
学校手作りののぼり旗や
太陽国体の思い出の品、
国体弁当等の展示も行い
ました。

元気いきいきフェスタ2020表彰式
 福祉課（☎33-5619）

　11月19日、元気いきいきフェスタ2020表彰式を防
災センターで開催しました。
　今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、規模を縮小しての開催となりましたが、保健福
祉関係の功労者表彰をはじめ、高齢でも健康な自
分の歯を維持されている方の8020運動表彰があり、
19名が出席されました。おめでとうございます。
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市長の主な動き（11月）市長の主な動き（11月）
高年齢者を対象としたお仕事説明会
を開催 水産商工課（☎33-5638）

　11月19日、カッチェルで、高年齢者の方と市内事
業所とのお仕事合同説明会を開催しました。
　これは、高年齢者の雇用機会を推進する取り組み
を実施することで、雇用者不足の解消や生涯現役社
会の機運を高めるものです。
　参加者の皆さんは、事業所からお仕事の説明を
受けた後、個々に体力面や勤務時間などについて、
面談を行い就業へのきっかけにつなげていただき
ました。
　説明会は今後も引き続き２か月に１回開催され
ます。

公共交通セミナー＆バス乗り方教室
を開催 水産商工課（☎33-5638）

　11月28日、いちきアクアホールで、市民の皆様と
地域公共交通について考えてもらおうとセミナー
を開催し、約50名が参加しました。大分大学教授の
大井尚司氏を講師に迎え、公共交通について講演が
行われ、市民一人ひとりが年に１回でも公共交通を
利用することが、地域公共交通の存続と住みやすい
まちづくりにつながることを学びました。
　また、同時開催で小学生以下を対象にバス乗り方
教室を開催しました。
子ども達は、バスの乗
り方、お金の支払い方
など楽しく学ぶことが
できました。

※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

11/１(日) ・ 市来小運動会

11/２(月) ・ 生涯スポーツ功労者全国表彰伝達式（市長室）
11/５(木) ・ 国保トップセミナー（鹿児島市）

11/６(金) ・ 臨時議会・ 清泉女子大理事長来庁（市長室）

11/９(月)
・ 串木野小体育集会
・ 鹿児島連携中枢都市圏市長会議（鹿児島市）
・ 医師会との懇談会（市役所）

11/10(火) ・ 安全・安心の道づくりを求める全国大会・要望活動（東京都）

11/11(水)
・ 南九州西回り自動車道建設促進大会
　（東京都）
・ 災害復旧促進全国大会・要望活動
　（　〃　）

11/12(木) ・ 九州地方国道整備促進総決起大会・要望活動（東京都）

11/14(土) ・ かごしま国体・かごしま大会開催決定イベント（市総合体育館）

11/16(月)
・ 県後期高齢者医療広域連合全員協議
会及び議員研修会（鹿児島市）
・ 市行財政改革推進本部会議

11/17(火) ・ 原子力安全対策連絡協議会（市長室）
11/18(水) ・ 旭地区まちづくり協議会来庁（市長室）

11/19(木) ・ 全国治水砂防促進大会・要望活動（東京都）

11/21(土) ・ 観 光 シ ャ ト ル バ ス「 く る く るMOMIJIバス」乗車

11/24(火)
・ 県障害者保健福祉大会知事賞受賞報
告（市長室）
・ 県環境保全協会日置支部年末意見交
換会（日置市）

11/25(水)

・ 辞令交付式（固定資産評価審査委員
会委員）
・ ダイドーグループ日本の祭り～太郎
太郎祭～認定証交付式（市長室）
・ 教育長退任式

11/26(木)
・ 農業委員会意見書提出（市長室）
・ 辞令交付式（教育長・教育委員会委員）
・ 黎明トンネル防災訓練

11/27(金) ・ 市議会（開会日・議案質疑）
11/28(土) ・ 日置地区生涯学習推進大会（日置市）

11/30(月) ・ 県後期高齢者医療広域連合議会第２回定例会（鹿児島市）
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　この度、11月25日をもちまして、教育長を退任いたしました。
　平成25年11月の就任以来、７年間の任期を全うできましたの
も、ひとえに皆様をはじめ関係各位の格別なご指導とご厚情の
賜と深く感謝し、心よりお礼申し上げます。
　任期中には、「ふるさとを愛し、夢と志を持ち、心豊かでたく
ましい人づくり」を教育の基本目標に掲げ、全力で取り組むこと
ができました。今後におきましても、次代を担う子どもたちが、
複雑で予測することの難しい社会の中でも一人ひとりが輝いて
生きぬく力の教育と、すべての市民が笑顔で生き生き学び楽し
く暮らすことの出来る教育の更なる進展を願っております。
　結びに、市民の皆様のご健勝と限りないご多幸を心よりご祈
念申し上げ、退任のご挨拶と致します。長い間有り難うござい
ました。

≪相良教育長経歴等≫
鹿児島大学教育学部を卒業後、県内各地の小学校で教壇に立ち、阿久根市立山下小学校教頭、
県教育庁熊毛教育事務所指導主事、肝付町立国見中学校長、長島町立鷹巣中学校長、いちき串
木野市立串木野中学校長などを歴任し、最後は鹿児島市立河頭中学校長で定年退職を迎える。

≪有村教育長功績≫
　○市内全小中学校に学校運営協議会を設置し、コミュニティ・スクール化を実現。
　○市内全小中学校普通教室のエアコン設置。新学校給食センター建設。
　○串木野高等学校及び市来農芸高等学校の支援対策事業の実施。
　○令和元年度全国高等学校総合体育大会（バスケットボール）の開催。
　○GIGAスクール構想に基づく、市内全小中学校の児童・生徒１人１台パソコンの整備及び
　　市内全小中学校校内ネットワークの構築。

前教育長　有村　孝

　この度、市議会の同意をいただき、11月26日付けで教育長に
就任いたしました。
　少子高齢化の進行、グローバル化や情報化の進展等、社会情
勢が大きく変化し、先行き不透明な時代の中にあって、本市の
教育行政を担うことの重責を痛感し、身の引き締まる思いで
す。
　この国やふるさといちき串木野市の未来を拓いていく人材
の育成、子どもたちの学習機会を選択できる生涯学習社会の実
現のため、教育委員をはじめ、学校・PTA等の教育関係機関、地
域との連携を大切にし、微力ではありますが誠心誠意、努める
所存です。
　市民の皆様には、引き続き本市の教育推進にご理解とご協力
をお願い申し上げ、就任のご挨拶といたします。

教育長　相良　一洋

教育長退任にあたって

教育長就任のご挨拶
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