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市の職員を名乗る男　　　　   　
　６月下旬お昼、自宅に電話がかかってきま

した。

―　市役所の○○と言います。病院代の還付

手続きの書類を送りましたが、まだその手続

きがされていません　―　

　ちょうど A さんは市役所で医療費の還付の

手続きをしたばかりだったので、また還付が

あるとは不思議だと思い、電話の相手に尋ね

ると

―　制度が変わりました。手続期限を過ぎて

いるので市役所ではできませんが、かわりに

私が手続きをして A さんに振り込みます　―

　

　A さんは「優しい職員だと思った。男に『振

り込んでください』と言われたら詐欺を疑った

が、『振り込みます』と言われたので全く詐欺を

疑わなかった」とその時のやりとりを振り返り

ました。

　そのまま A さんは、男に指示された市外の

スーパーの ATM に携帯電話とキャッシュカー

ドを持って行き、男に振り込んでしまったの

です。
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　A さんは独り暮らしの高齢者。畑を

耕し、県外に住む娘とはよく連絡を取

り合い、近所の仲の良い友人との食事

やおしゃべりなどを楽しむ、慎ましく

も、ゆったりとした日々を過ごしてい

ました。

　でも、たった一本の電話が始まりで

大切に貯めてきたお金を詐欺師に奪わ

れてしまったのです。



　詐欺と気付いたのは、お礼の電話を市役所

にかけて、そんな職員はいないと分かったと

きでした。

巧妙な手口　　　　　　　　   　
　A さんはこうした詐欺に無警戒だったわけで

は決してありません。

　知らない電話番号には極力出ず、市役所を

かたった訪問販売も見破って追い返すなど、

詐欺や訪問販売には普段から警戒していまし

た。

　ただ、この日は

お昼時でバタバタ

しており、よく確

か め ず に 電 話 を

取ってしまったの

です。

　さらに男は巧妙

でした。口調は優

しく、丁寧でした。

市役所の医療費還

付制度にも詳しいと思われます。

　ATM に A さんを誘導する際は、最初「ATM

に係員を待たせています」と説明し、A さんが

ATM に到着すると係員の有無を確かめさせま

した。当然そんな係員はいるはずもなく、A さ

んが「いない」と答えると「係員がいないなら電

話で説明します」と、A さんが ATM で電話を

使うことに対する警戒を巧みに弱めていまし

た。

　また、A さんは ATM の振り込む操作には慣

れていませんでした。そのため ATM の外には

利用を待つ人の列ができ、A さんはあせって、

「わけもわからず、必死に言われるがまま」ボ

タンを押し、大事なお金を詐欺師に振り込ん

でしまったのです。

A さんの苦しみ　　　　　　　　
　A さんはお金を詐欺で奪われてしまっただけ

でなく、心も傷つ

けられました。

　被害にあってし

ばらくは夜眠れず、

自身を責めました。

県外に住む娘にも

「心配をかけたくな

いし、責められた

くない。自分で処

理できる範囲のこ

とは黙っておこう」

と、半月近くも被害にあったことを話し出せ

ませんでした。

　もちろん、被害にあったお金は戻ってきて

いません。A さんは「命を取られなかっただけ

よかった」と自らを納得させるように明るく振

る舞いましたが、やはり今でも悔しいと言い

ます。

　幸いにして A さんは生活できるだけのお金

は残っていたので、今まで通りの生活は送れ

ていますが、場合によっては根こそぎお金を

奪われ、生活も立ち行かなくなることもある“う

そ電話詐欺”。

　その被害に遭わないために、私たちはどう

すればよいのでしょうか。

3

Aさんの電話まわり。被害に遭った後、うそ電話詐欺の注意を促すパンフレッ
トを見えるところに貼った



１回の被害平均600万円　　  　
　うそ電話詐欺の被害の実態は分かりにくい

といいます。被害に遭ったことを知られたく

ない、被害が少額といった理由で警察に被害

届を出さないケースが多く見られるからです。

それでも昨年1年間に、警察に被害届のあった

うそ電話詐欺の被害額は県内で67件3億7700

万円。被害1件当たり約600万円にもなる額で、

被害者のその後の人生や生活に大きな傷跡を

残します。

　警察の担当者は、「い

つ、誰に、詐欺師から

電話がくるか分からな

いことも、うそ電話詐

欺の怖いところ」と言

います。相手はダマす

こ と に た け て い る た

め、電話を持っている

人は、ある日突然、誰

もが被害者になる可能

性があるのです。

　警察ではうそ電話詐

欺グループの摘発に向

けた捜査を続ける一方

で、啓発活動にも力を

入れます。

　全国のうそ電話詐欺

グループから押収した

名 簿 に 載 っ て い る 人

の自宅を直接訪問して注意を呼び掛けており、

いちき串木野警察署でも多い月は50件ほど訪

ねるそうです。

　私たちのすぐそばに、うそ電話詐欺の手が

伸びてきていることを感じます。

詐欺の手口を知る　　　   　　　  
　詐欺師は様々な手口で私達に近づき、私達

からお金をだまし取ろうとします。

　オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金

詐欺、A さんが被害に遭った還付金等詐欺・・

等々。詐欺師は電話で被害者を巧みに誘導し、

ATM やコンビニの電子端末から振り込ませた

り、ゆうパックなどで送金させたりします。

また、最近では、県外までお金を持ってこさ

せたり、熊本地震の義援金として自宅を訪問

してくるケースが確認されています。

　こうした様々なうそ電話詐欺の手口に対し

て、市は警察などと連携し、その都度広報を

続けていますが、一つの手口を周知してもす

ぐに次の手口が出て

くるいたちごっこの

状態です。

　ただ、うそ電話詐

欺の手口はどうであ

れ、「被害に遭うきっ

か け と な る の は“電

話”で、目的は私たち

の“お 金” で あ る こ と

を知ってほしい」と警

察の担当者は力を込

めます。

　うそ電話詐欺の場

合、電話でのやりと

りだけで、詐欺師が

姿を見せることはほ

と ん ど あ り ま せ ん。

顔を見られるなど捕

まる危険があるから

です。そのため、電話で「還付金」「示談金」「融

資」「通 帳」「ATM」「キ ャ ッ シ ュ カ ー ド」「権 利」

「契約」といった、お金を連想させる言葉が出

てきたらまず詐欺を疑います。

　また、詐欺師は、優しくまじめな口調で語

りかけてきます。私達を安心させ、だます必

要があるからです。
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数字で見るうそ電話詐欺の被害

平成27年の鹿児島県警認知分　　
（被害届が出された分）

■1件当たり被害額589万円
・被害件数　64件　3億7700万円

■高齢な女性の被害が圧倒的に多い
・被害者の8割が65歳以上の高齢者

・被害者の8割が女性

・被害額も同様の傾向にある



被害を防ぐ合言葉　　　　　   　 
　市役所で消費生活相談を17年にわたり受け

ている、相談員の植屋清美さんは、こうした

うそ電話詐欺を防ぐには、「ほんのこっじゃろ

かい？（本当かな？）」と思ってほしいと言いま

す。少しでもひっかかる話があれば、いった

ん電話を切るなど一呼吸おいて、「こんなこと

があったけどほんのこっじゃろかい？」と誰か

に話す、または市役所などに確認することで

ほとんどのうそ電話詐欺の被害は防げると言

います。

　また、うそ電話詐欺は電話でのやり取りが

主なため、電話番号が表示されるタイプの電

話機なら非通知の番号は着信拒否の設定をし

たり、会話を録音する機能のついた電話機で

会話を録音することも被害防止に役立つとい

います。携帯電話なら登録されている電話番

号以外には出ないことです。

　警察では受話器を取ると「会話を録音しま

す」と自動音声が流れる機械を無料で 貸し出し

ており、これも有効です。
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もし被害にあったら
■時間との勝負
　 金融機関や警察にすぐ連絡。振

込先の口座を凍結できる場合が
ある。

■被害者の救済策
　 振込先の口座に現金が残ってい

たり、逮捕した詐欺師に現金化
できる財産があった場合、被害
者で分配する制度もあるが、被
害額には到底足りない。

被害に遭うきっかけとなるのは電話　目的は私たちのお金
電話で“お金”を連想させる言葉が出たら詐欺が濃厚

詐欺師は紳士であなたに優しい

お子さんが事故を !
還付金あります！
ATMに行ってください！
未払いの利用料あります！
あなたの社債買います！

お子さんが事故を !
還付金あります！
ATMに行ってください！
未払いの利用料あります！
あなたの社債買います！



　うそ電話詐欺は、卑劣な犯罪です。

　被害者の冷静さを奪い、考えることを許さ

ない状況に追い込み、時には子どもを助けよ

うとする親心を利用し、大事なお金を奪って

生活や人生を狂わせます。

　さらに被害者は自らを責めます。「しっかり

していると思っていたのにダマされた」と自信

を喪失するのです。そして、また、詐欺師か

ら電話がかかって来るのではとおびえます。A

さんのように仲の良い親子であっても詐欺に

あったことをなかなか話し出すことはできま

せん。自身の内にため込むのです。

　民生委員を長く務める塰泊さんは、「安心し

て暮らすために多くの見守りが必要な時代に

なってきた」と感じています。

　気軽になんでも話し合える地域のつながり

が、昔に比べると少し希薄になってきた現在

では、犯罪がつけ入る隙間を与えないため、

民生委員、市女性連、ともしびグループの見

守り声掛け活動だけでなく、公民館や隣近所、

市や警察、金融機関やスーパー、コンビニエ

ンスストアの人たちなど、様々な人の見守り

なしには、被害者個人の自衛策に限界がある

以上、詐欺被害を防げないのです。

一人じゃない。周りで見守っている人がいる　　　　　　　　　　　　　

地域で防ぐ　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

　詐欺被害にあった時、または「なんかこの話

おかしいな」と思った時は、誰かに話したり相

談したりすることが、なによりも大事です。

そうした苦しい心の内は誰かに話し、誰もい

ないときは警察署や市の消費生活センターな

どに相談してください。また、一度、被害に

あった人は次も詐欺師に狙われやすくなりま

す。アドバイスを受け、次の詐欺にそなえま

しょう。

私たちに
話してください

地域全体で目を配り、私たちのまちから卑劣なうそ電話詐欺の被害をなくしましょう。
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※うそ電話詐欺防犯アドバイザー
　 　普段から一人暮らしの世帯と接する機会の多い民生委員児童委員協会（民児協）と市地域女性団体連絡協議会（市女連）が

いちき串木野警察署からうそ電話詐欺防犯アドバイザーとして委嘱されています。
　　ともしびグループ活動推進員の方々も高齢者世帯などを回っています。気軽に話しかけてください。

いちき串木野警察署
☎0996-33-0110

うそ電話詐欺防犯アドバイザー（※）
（民生委員）

消費生活センター（市役所内）
☎0996-33-5638

生活安全刑事課
課長代理　中渡瀬徹さん

植屋清美相談員
民児協会長
塰泊昭子さん

「相手はプロ。自分に
は関係ないと思ってい
ても詐欺師を信じてし
まう。まずは電話に気
を付けることが大事。」

「声を出せない人たち
に寄り添うのが私たち
の仕事。安心して話し
てほしい。」

「だまされないために、
知ること、疑うこと。
一人でかかえこまな
い。誰かに話すことが
大事。」



　市の消費生活センターでは、専門の相談員が、訪問販売や電

話勧誘など消費生活におけるさまざまな不安や苦情、被害の相

談に応じ、問題解決のための助言や情報提供、あっせんなどを

しています。
■消費生活センターに寄せられた相談内容

　・平成27年度は208件の相談が寄せられ約2,100万円を救済しました（※）
　　  ※ 救済額は、相談員の助言やあっせん交渉により、被害を未然に防げた額や返金された額、クーリングオフで返金され

た額の合計です。

　・相談の内訳

　　 　最近では、「電話契約のプランを見直すと料金が安くなると説明され変更したが、安くなってい

ない」といった相談が多く見受けられます。

～被害にあわない！あわせない！ためへの第一歩～消費生活講座をご利用ください

　消費生活センターの相談員が出向いて、悪質商法

の手口や対処方法などを説明する「消費生活講座」を

開催しています。

　

●申込み　水産商工課　☎33-5638

　　　　　社会教育課　☎21-5128

消費生活センターのご案内　　　　　　　　　　

「困った」「どうしよう」・・・
ひとりで悩まず消費生活センターへ
お電話を
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悩ん
だら

悩ん
だら

消費
生活センタ

ー消費
生活センタ

ー

○ 70歳以上が49％と高齢者の相談割合が高
い傾向にあります。

○ 若年者から高齢者まで、幅広い年齢層か
ら相談がありました。消費生活のトラブ
ルはだれでもどこでも起こる可能性があ
ります。

年齢別 購入形態別

○ 通信販売、家庭訪問販売、電話勧誘など
の割合が高く、これらは消費者トラブル
が生じやすい傾向にあります。

0996-33-5638
または188（消費者ホットライン）

（市役所　水産商工課）



　７月12日、市長室で人権擁護委員を任期満了で退
任した東 節代さんと藤﨑和代さんに、法務大臣と鹿
児島地方法務局長及び鹿児島県人権擁護委員連合会
会長からの感謝状が贈呈されました。
　東さんは、人権擁護委員として７期21年６月、ま
た藤﨑さんは３期９年３月務め、永年地域住民のよ
き相談者であったことや積極的に人権擁護活動を推
進したことなどが評価されたものです。

　また、新任の人権擁護委員として平成28年７月１
日から平成33年６月30日までの任期で福永礼子さ
んと臼井京子さんが務めます。

　７月６日、市来幼稚園の園児が、市来農芸高校内
の野菜圃場で、ナスやオクラなどが育っている様子
を同校生徒の案内で見学しました。
　同校生活科の生活園芸を選択している堀内美久さ
ん達６名が、食育の研究の一環として、園児の苦手
な野菜に興味をもってもらおうと開催したもので
す。
　園児は堀内さん達から野菜の実の付き方などクイ
ズを交えた説明を受けたり、野菜を興味深そうに
触ったりしていました。
　また堀内さん達は、アンケートで園児の苦手な野
菜も調べており、苦手と回答の多かったピーマン・
ナス・トマトを使ったお菓子のレシピを考案するこ
とにしています。

　本市羽島出身の萬造寺斉（1886－1957）の命日
にあたる７月９日、羽島史跡顕彰会と羽島地区婦人
会は、生誕130周年式典を羽島地区交流センターで
開催し、婦人会が萬造寺斉の望郷歌を歌い、地元が
輩出した文豪を偲びました。
　生誕130周年にあたる今年は、萬造寺斉の功績に
もう一度光をあてようと、羽島崎神社に建立されて
いる歌碑を地元建設会社の協力を得て修繕したり、
歌碑のそばに案内板を設置したりしました。
　また、羽島史跡顕彰会では萬造寺斉が大正10年か
ら11年に現在の南日本新聞に連載した「緑の国へ」
という小説の単行本の発行準備を進めています。今
まで「緑の国へ」は発刊されたことはなく、今回が初
の発刊となります。12月の発刊の予定です。

人権擁護委員へ感謝状贈呈

やさい好きになったかな？

歌人 萬造寺斉の遺徳を偲ぶ東 節代さん　　　　　藤﨑 和代さん

（左から臼井 京子さん、福永 礼子さん）
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【湊地区 六月灯】　フウセン釣りや金魚すくい、さらに
大人には懐かしい、お菓子の型抜きなど、子どもの楽し
める遊びがたくさんあった。

【照島地区 夏祭り】　照島神社の参道に灯籠とろうそくの明か
りが並び、訪れた人の目を楽しませた。

　市来農芸高校は７月21日と22日の２日間、中学
生の進路の参考にしてもらおうと、１泊２日で県内
各地の中学生54名を受け入れました。
　市来農芸高校では１年生は全員寮生活となること
から、中学生も寮で集団生活を体験。授業では、ト
マトの糖度を計測したり、牛にブラシをかけ世話を
したりと、農業高校ならではの体験をしました。
　農業には必須のトラクターやタイヤショベルの運
転体験をした重富中学校の生徒は「牛や動物が好き。
将来は食に関する仕事につきたい」と話し、初めて
のトラクター運転に挑戦。乗る前、緊張気味だった
顔は、自分でアクセルを踏んでトラクターが動き出
すと笑みがこぼれました。

　鹿児島の夏の風物詩、六月燈が、７月から８月に
かけて市内各地で開かれました。
　夏休みに入った子ども達が楽しみにしていること
もあり、どこの六月燈でもかき氷や焼き鳥などを楽
しそうに食べ、夏の夜を楽しむ子ども達の姿が見ら
れました。

　７月22日、４つの生産者で作る串木野巨峰観光農
園が開園し、生産者や観光関係者などが出席し、鋏
み入れ式が行われました。
　今年の巨峰は房は少し小振りながら色付きが「今
までになく良い」とのことで、深い紫色の皮の中に
は甘い果肉がぎっしりと詰まっています。
　招かれた生福保育園の園児たちは、お気に入りの
巨峰を手に取ると、上手にハサミで収穫していきま
した。
　試食をした村田彩絆ちゃんは、「おいしかった。今
年はいっぱい食べる！」とにっこり。
　巨峰の観光農園はお盆頃まで開園されました。

市来農芸高校はどうですか？

六月燈　賑やかに

巨峰おいしそう！
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　７月24日、えびすが丘公園にある相撲競技場で、
県小学生相撲選手権大会が行われました。
　昭和47年に行われた太陽国体の相撲競技会場と
なったことを記念して始まった、今年で44回目の開
催となる伝統ある大会です。
　大会には県内の18クラブから、団体戦と個人戦に
約70名の児童が出場。頭からぶつかる激しい立ち合
いや、小さな体格の選手が大きな体格の選手を投げ
飛ばすなど、見応えのある試合が続きました。
　また、赤ちゃんが力士に抱っ
こされ、土俵にあがり無病息
災を願う、赤ちゃん土俵入り
では、４か月になる福山結斗
君が、泣くこともなく堂々と
した土俵入りを見せました。
ご両親は「本格的な土俵入りで
感無量です」と喜びました。

　６月26日と７月３日、冠岳小学校と旭小学校の
プールで、Ｂ＆Ｇ巡回ヨット・カヌー教室が開催さ
れ、児童や保護者24名が参加しました。
　教室では、㈱日本水泳振興会の職員がヨットの操
船方法やカヌーのパドルさばきなどの指導にあた
り、子ども達は海洋スポーツを楽しみました。

　７月24日湊町で、祇園祭の一つである漢林王囃
が、祇園祭の前景気を盛り上げるお神酒所の開所に
あわせて披露されました。
　漢林王囃のゆっくりとした異国を思わせる曲調に
合わせ、住吉社中の子ども達が踊りを披露、集まっ
た住民や関係者は80年ぶりに復活した漢林王囃を
喜びました。
　住民の中には昔を思い出す方もおり「見られると
は思わなかった。懐かしい」と話しました。

　荒川川に舞うホタルの数を増やそうと、荒川地区
まちづくり協議会では、７月31日講師を招き、ホタ
ルの住む環境を学ぶ研修会を開きました。
　研修会には約25名が参加。講師からホタルの生態
と生息する環境について学んだほか、川の土手の草
払いの時期や、幼虫のエサとなるカワニナを増やす
ことなど、ホタルを増やすための具体的なアドバイ
スも受けました。
　荒川地区では毎年５月末にホタルが舞いますが、
ホタル観賞会「ほたるでナイト」を始めた15年前に
比べるとだいぶ減ってきているとのことで、「今後、
増やす取り組みを進めて行きたい」としています。

子ども力士　勝負！

Ｂ＆Ｇ巡回ＯＰヨット・カヌー教室

異国の調べ「漢
か ん

林
り ん

王
お う

囃
はやし

」復活

ホタルが増える荒川に

現地で講師からアドバイスも受けた

10



　雨天のため順延となっていた、第71回春季職域ソ
フトボール大会が７月３日に長崎鼻公園グラウンド
と市来運動場で行われ、熱戦が繰り広げられました。

　羽島ふれあい館で７月16日、「かって市」が開催さ
れました。地域の高齢者に遊びに来てもらうきっか
けにしたいと、羽島地域で健康体操をするメンバー
が中心になって企画したものです。
　「かって市」の名前のとおり、好きなものを勝手に
作ってきて販売するという自由なスタイル。買うだ
けでも構いません。ふれあい館には手作りのガネや
豚みそ、甘酒、らっきょうなどが並びましたが、30
分もしないうちに多くは売れてしまいました。
　「かって市」には近所の高齢者など20名ほどが集
まり、ひとしきり買ったあとは、お茶を飲み世間話
に花を咲かせました。
　「かって市」は今後も毎月開催される予定です。

　６月25日に石橋蓮子さん、７月19日に溜池フヂ
エさんが、100歳の誕生日を迎えられました。
　お二人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。

　第29回からいも交流・夏の留学生３人（中国・香
港・台湾）が本市に滞在しました。
　留学生３人は７月11日から24日の14日間、市内
の家庭にホームステイしながら、農業体験や学校訪
問・市内見学などを通して、多くの市民と交流しま
した。

第71回春季職域ソフトボール大会

みんな来てね「かって市」開催 100歳おめでとうございます

からいも交流生　来訪

石橋蓮子さん（迫）

溜池フヂエさん (中原 )

○Ａ級優勝　レッドフェニックス
○Ｂ級優勝　三井ＳＣ
○Ｃ級優勝　ベンチャーズ
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川﨑真央さん
冨谷美沙紀さん

内野里映さん

　暑かった７月17日、さのさ祭りが串木
野地域商店街で開催。2000人が暑さに負
けじと熱い踊りを見せました！
　今年は市民音頭「いちき串木野元気でい
こう」も踊りの曲に加わり、テンポのいい
曲調に合わせ、参加者は楽しげに踊ってい
ました。

　前夜祭のステージ
で PR レディの交代式
があり、今年の PR レ
ディが初登場。一年
間、イベントなどで
活躍してくれます。

さ

さ
祭

よか
晩 なぁ

2016PR レディ

の
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市政ニュース

NEWS市政
市ではこんなことをしています

　平成28年７月１日付けで農業委員会協力員が決
まりました。主な任務は、８月～９月にかけて農業
委員と行う農地利用状況調査です。ご協力のほどよ
ろしくお願いします。
●農業委員会協力員

　ＭＢＣでレポーターな
どタレントとして活躍中
の西上原愛さんが、本市
の観光大使として就任。
さのさ祭りの会場で市長
から委嘱状を受け取りま
した。
　実は西上原さん、今年
５月のラジオ番組で市長

を取材した際、「マグロをたくさん食べる！焼酎を毎
晩飲む！そして、さのさ祭で見事踊ることができた
ら観光大使に任命する！」と市長に言われていまし
た。西上原さんは、いちき串木野出身。大好きない
ちき串木野のため、その約束を見事に果たし、嬉し
い観光大使の就任となりました。
　西上原さん、どうかよろしくお願いいたします！

　地方で生活しながら地域おこしに取り組む「地域
おこし協力隊」の３人目の隊員として、高嶋直輝さ
んが７月14日着任しました。市役所の食のまち推
進課に勤務し、ふるさと納税関連の業務や特産品の
開発に取り組みます。
　高嶋さんは、兵庫県出身の27歳。食べることが
大好きで、食のまちづくりを前面に押し出している
本市に興味を持ちました。
　早速食べ歩きをした高嶋さんはまぐろラーメンに
衝撃を受け、つけあげの種類の多さにも驚いたそう
です。
　「特産品を活かした新商品開発やまだ外に知られ
てないいいものを売り出していきたい」と抱負を語
りました。
　市民の皆様どうかよろしくお願いいたします。

農業委員会事務局（☎33-5647）

観光交流課（☎33-5640）

食のまち推進課（☎33-5621）

農業委員会協力員が決まりました

観光大使にＭＢＣタレント　西上原 愛さん

地域おこし協力隊 高嶋です！

氏　名 電話番号 担当地区
池之上年治（鏑楠） 32-0063 冠岳・生福
久木山三郎（麓） 32-6730 上名・中央・旭・野平
松島吉郎（寺迫） 36-2147 照島・湊町
原口壽藏（大河内） 32-5937 荒川・羽島
池田　豊（酔之尾） 32-7295 川上・湊
前迫茂樹（松原） 36-2852 川北・川南

高嶋さん「食べたり飲んだり、いちき串木野を知ることから始めたい」

　平成28年７月１日付けで農地利用最適化推進委
員が決まりました。それぞれの担当地区で、担い
手農家への農地利用の集積・集約化の推進、耕作
放棄地の発生防止・解消などの現場活動に取り組
みます。

農業委員会事務局（☎33-5647）
農地利用最適化推進委員が決まりました

内田委員樋ノ口委員 原口委員

区
域 担当地区 氏名

（電話番号）

串
木
野

冠岳・生福・上名・大原・中央・
本浦・照島

内田金治
（32-8360）

羽島・荒川・野平・旭 原口壽藏
（32-5937）

市
来 川南・川北・湊・湊町・川上 樋ノ口正信

（36-3260）
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　環境がよく、子育てや定年後のセカンドライフにも最適です。市から補助金も出ます。

・�定住促進補助金は、全ての条件を満たした場合の最高額です。また、住宅を建築して住所を定めた後に
補助金がでるので、直接、土地の販売価格から差し引かれるものではありません。
・ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

土地開発公社（☎33-5629）分譲中！定住促進分譲団地

区　分 ウッドタウン団地 市来小城団地 羽島矢倉団地 羽島松尾団地

販売区画数 35 15 2 1

１区画当り価格 約420万円～550万円 約470万円～680万円 約487万円～545万円 317.3万円

１区画当り面積 約68坪～84坪 約72坪～103坪 約85坪～108坪 82.84坪

定住促進補助金
（最高額）

234万円 247万円 234万円 211万円

現況写真

　７月25日、子どもたちに地元の食材を使い美味
しい料理を作ってもらおうと、食育料理教室「いち
き串木野キッズシェフ Let’s make world cooking」
が開催されました。
　講師には、鹿児島市で人気の中華レストランの
青木三郎シェフを招き、参加した小学校４年から
６年生の23人は、青木シェフにコツを教わりなが
ら、まぐろの焼き餃子とちりめん山椒チャーハン
に挑戦しました。
　まぐろ餃子は餃子の餡に本市の所属船が獲った
まぐろを使い、餃子の皮から作る本格的なもの。
ちりめん山椒チャーハンでは、中華鍋を振って炒
めるプロの技に挑戦する子もいたりと、楽しく料
理を作っていました。

　７月29日、市は㈱サンクスフーズ（本社鹿児島市）
と㈲俣木鉄工所（本社いちき串木野市）とそれぞれ
県の立会いのもと立地協定を締結しました。
　㈱サンクスフーズは、焼き鳥やローストチキン
などの鶏肉加工品を関東・関西の大手量販店に供
給しており、県内3か所目の工場を西薩中核工業団
地に新設します。
　㈲俣木鉄工所は、ボーリング工事用の掘削パイ
プを製造する大型機械設備を既存の建屋に新規に
導入し、事業規模を拡大します。
　両社とも地元雇用を予定しており、定住人口拡
大につながることが期待されます。

食のまち推進課（☎33-5621）政策課（☎33-5628）
キッズシェフ　プロの味に挑戦地元の雇用の場に ～ 二社と立地協定調印
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立地企業の従業員募集
　㈱サンクスフーズと㈲俣木鉄工所では従業員
を募集しています。勤務条件・待遇などの詳細
はハローワーク伊集院（☎099-273-3161）にお
問い合わせください。



●募集期間　９月１日（木）～平成29年１月13日（金）
●部門・賞　一般の部　　最高３万円
　　　　　　ユースの部（高校生以下）
　　　　　　　　　　　　最高１万円の商品券
　　　　　　ほか特別賞
●写真サイズ　一般の部／ A4
　　　　　　　ユースの部／２L（スマホ可）
●応募・問合せ
　〒896-8601　いちき串木野市昭和通133-1
　いちき串木野市フォトコン2016応募係
　（政策課　☎33-5672）

蒼い照島
　　写真作家
　　　下薗詠子と撮るポートレート
12名限定
　10月16日（日）９:00～12:00
　・参加料　3,000円（応募多数の場合抽選）
　・募集期間　９月１日（木）～９月30日（金）
　・上記応募宛先へ申込
　　（メール・ハガキ・FAX 可）

Facebook メール

テーマ　「つながる」
人とのつながり
地域とのつながり
自然とのつながり

　７月26日、市内各小学校５・６年生の代表174
人が参加し、市小学校水泳記録会が串木野小学校
プールで開催されました。
　児童は、夏休みに入っても練習を重ねてきてお
り、出番を待つプールサイドの児童や保護者の声
援を受け、懸命に泳ぐ姿が見られました。
●タイ記録　６年女子100ｍ自由形（１分33秒8）
　　　　　　照島小学校　中村　ちひろさん

　市学校保健会は「歯と口の健康週間」にあわせて
口腔衛生ポスターコンクールを開催しました。市
内の学校から136点の応募があり、優秀賞３点、特
選38点が選ばれました。
●優  秀  賞

学校教育課（☎21-5127）

学校教育課（☎21-5127） 政策課（☎33-5672）

市小学生水泳記録会

口腔衛生ポスター入賞作品 フォトコンテスト・撮影会開催

市来小学校　１年　田中翔梧

神村学園高等部　２年　芋高悠里

串木野中学校
１年　長友綾香
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　７月10日、西薩町の公設卸売市場で、市内12分
団が参加し、火災時の消防ポンプ車や小型ポンプ
の基本操作や消火までの速さと正確さを競う、市
消防団消防操法大会が開催されました。今年で６
回目の開催です。
　この大会に備え、消防団員は数か月にも及ぶ訓
練を重ねてきました。ポンプ車の部では、５人一
組で60m ほど先にある火災を模した２つの的を放
水で狙います。どの分団も、きびきびとした動き
であっという間にホースをつなぎ、的をめがけて
勢いよく放水。市民の安心・安全を守る力強い消
防団の姿が見られました。

　昨年、本市において救急車で病院へ搬送した人
の約30％が、入院する必要のない「軽症」でした。
　救急車は本来心臓が止まっている、息が止まっ
ている、多量出血など、生命が危険な状態にある
傷病者を一刻も早く病院へ搬送するためのもので
す。
　限りある救急車を、本当に必要としている人の
ために、良識ある利用をお願いします。

  

【実際に救急車を呼ばれた事例】
・風邪を引いて熱がある
・便秘でおなかが張る
・今日入院予定日なので連れて行って欲しい
・足をひねった
・虫歯が痛い
● このような場合は、家族等が運転する自家用車

や患者を搬送するタクシーなどの利用をお願い
します。

※ 詳しくは消防庁ホームページをご覧いただくか、
判断に迷ったときは、消防本部へお問い合わせ
ください。

消防本部（☎32-0119）

消防本部（☎32-0119）

消防団消防操法大会

救急車は本当に必要としている人のために
呼びましょう！

↑　整列した時、白線からかかとが1ミリでもでたら減点。
足元を見ずに白線の中に入れるのは至難の業。

●大会結果

順　位 ポンプ車の部
（11チーム出場）

小型ポンプの部
（9チーム出場）

優　勝 羽島分団 川上分団
第２位 川南分団 中央分団
第３位 中央分団 生福分団

消防庁ホームページ【救急車を上手に使いましょう～救急車が必要なのはどんなとき？～】
http://www.fdma.go.jp/html/life/kyuukyuusya_manual/index.html

　各競技の上位２チームは、７月31日に本市
で開催された、鹿児島県消防協会日置支部消
防操法大会に出場し、ポンプ車の部で羽島分
団が２位、川南分団が５位、小型ポンプの部
で中央分団が３位、川上分団が５位でした。
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消防本部（☎32-0119）女性消防団員　操法大会で活躍
　現在、消防団は263人。そ
のうち女性団員はわずかに11
名。主に現場の後方支援を行
う団本部に６名、現場で消火
活動などにあたる分団に５名
います。

□　　　□
　今回、操法大会に出場した
女性団員は３名。その一人宮
里利香さんは「地域のことに
もっと関わりたい」と分団に
入って約４年。火災や行方不
明者捜索などの現場で他の団
員と一緒に活動しています。
　ただ、分団にとっては初め
ての女性団員で、入った当初
は男性団員が気を遣い、重い
ものは持たせてもらえないな

どしたこともあったそうです。
　しかし、持ち前の頑張りで
できる事から活動を続けるう
ちに、次第に他の団員と同じ
活動をさせてもらえるように
なってきました。

□　　　□　
　今回の操法大会で使用した
機材は火災で通常使用するも
のです。やはり重たいそうで、

「力では男性にかなわない」と
言います。でも、水を送り出
すポンプの機関員として、団
員の協力のもと、他の出場メ
ンバーと息を合わせる動きを
繰り返し練習してきました。
その甲斐あって、本番では大
きなミスなくこなし「女性でも

できる事はあると見せること
ができた」と自身の出場の意義
を話しました。

□　　　□
　消防本部の担当者は、こう
した宮里さん達女性団員の活
躍は他の団員と比べ、「現場で
もなんら遜色がない」としたう
えで、先の熊本地震の避難所
で女性団員が活躍した例を挙
げ、男性では難しい女性への
身体的なケアなど「女性団員の
活躍する場はまだまだある。
また、女性が入団したことで
消防団全体が活気づき、分団
の士気にも大きく貢献してい
る」と今後の活躍に期待を寄せ
ています。

19歳から消防団に。４年目。
最年少の女性団員。「できるよ
うになっていくことが楽しい」

下薗さんも消防団員になって
４年になる。操法大会には今
回で２度目の出場。消防ポン
プ車の機関員を務めた。

消防団は
　輝きたいあなたを
　　　待っています！

宮里利香さん（照島分団） 内野里映さん（湊分団） 下薗みどりさん（川上分団）

■消防団員になるには■

18歳以上の健康な市民で
あれば、男女問わず消防
団員になれます。資格は
何も必要ありません。
団員になると出動手当や
階級に応じた年報酬がで
ます。

問合せ　消防本部総務課
　　　　　　☎33-5639

輝く
消 防 団 で
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●売却車輌
①水槽付消防ポンプ自動車

・型式　 U-FD3HGAA 改
・乗車定員　　６人
・初度登録年月　平成６年７月
・走行距離数　　93,106㎞
・車検有効期間満了日　平成28年７月14日（車検切れ）

②消防ポンプ自動車

・型式　KC-FE538B 改
・乗車定員　６人
・初度登録年月　平成８年12月
・走行距離数　23,685㎞
・車検有効期間満了日　平成28年12月25日
　
③小型動力ポンプ

 

・型式　VC62AS 改
・初度登録年月　平成15年10月

●申込方法
　購入を希望する方は、９月21日（水）までに財政
課契約管財係へ見積書を提出してください。
　見積書様式は、串木野庁舎財政課と市来庁舎市
民課にあります。

●購入（申込）条件
・ 市税（市県民税、固定資産税、軽自動車税及び国

民健康保険税）の滞納がないこと。
・ 所有者変更、登録番号変更、車庫証明、自動車

税等の名義変更等全ての手続は購入者負担とし、
物件の引渡は手続が完了し、売却代金の納入を
確認した後とします。

・ 物件の引渡は、保管場所での現状引渡とし、引
渡後の不調や故障についての補償は一切行いま
せん。既に故障箇所のある車輌も、そのまま引
渡します。

・ 車検切れの売却車輌①の移動は購入者がするこ
と。

・ その他引渡後に生じる一切の経費についても購
入者が負担すること。

・ 車輌に表示してある「いちき串木野市消防署、分
遣所名、車輌名」等の名称は、購入者が抹消する
こと。

・赤色回転灯、サイレンも購入者が取り外すこと。
●最低売却価格（消費税及び地方消費税相当額を含
まず）
　①②車輌・・・10,000円
　③小型動力ポンプ・・・1,000円
●物件の確認日時
・９月14日（水）13:30～14:30
　※物件を確認したい方は、事前にご連絡ください。
・場所　いちき串木野市消防署市来分遣所
●購入者の決定
　最低売却価格以上で、最高の価格をもって有効
な見積をした方を購入者とします。
●問合せ　財政課

財政課（☎33-5629）
市有公用車等を売却します
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　浄化槽は私たちの生活から排出された汚水を
浄化し、きれいな水にして流すことができる装
置です。
　そのため、業者に委託して行う「保守点検」と

「清掃」をきちんと行い、水質に関する「定期検査」
を受けることが法律で義務付けられています。

■定期検査（浄化槽法第11条）
　この検査は、浄化槽の保守点検と清掃がきち
んと行われているか、また正しく使われ浄化槽
の機能が正常に維持されているかを検査し、不
適事項があれば、早期に是正してもらうことが
目的です。
　検査は、知事が指定した検査機関の（公財）鹿
児島県環境検査センターの検査員が自宅に伺い、
現地検査と浄化槽の放流水を持ち帰って水質検
査を行います。これは市内の保守点検業者が行
う保守点検とは別のものです。
　対象となった浄化槽※については、事前に検査
機関からハガキで日程の通知があるので必ず受
検していただきますようお願いします。
※設置年度ごとに対象としています

　単独処理浄化槽・汲取り便槽から合併処理浄化槽への転換を促進するため、市では補助金制度を設
けています。
　補助要件など詳しくは上下水道課までお問い合わせください。

上下水道課（☎21-5157）
浄化槽を設置している方へ　浄化槽定期検査受検のお願い

検査手数料 単独処理浄化槽 合併処理浄化槽
定期検査 4,000円 6,000円

■検査手数料（一般家庭５人槽～10人槽）

■問い合わせ

●（公財）鹿児島県環境検査センター
　☎099-296-9000
　http://www.kagoshimakensa.or.jp
●鹿児島県生活排水対策室
　☎099-286-3685
●いちき串木野市役所　上下水道課
　☎21-5157（下水普及管理係）
　　21-5158（下水建設係）

上下水道課（☎21-5157）

単独処理浄化槽・汲取り便槽から合併処理浄化槽への転換は
補助金制度をご活用ください

人槽 ５人槽
（延床面積130㎡以下）

７人槽
（延床面積130㎡超）

10人槽
（二世帯住宅）等

施工業者 市内業者 市外業者 市内業者 市外業者 市内業者 市外業者

補助金額

汲取り便槽から 402,000円

332,000円

484,000円

414,000円

618,000円

548,000円単独処理浄化槽から 442,000円 524,000円 658,000円

合併処理浄化槽から 332,000円 414,000円 548,000円

単独処理浄化槽を撤去した場合、90,000円が別途加算されます。（市内・市外の施工業者は問いません）

指定検査機関 保守点検業者

清掃業者浄化槽管理者
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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）

　20～30才代の頃は筋肉量や骨量が最も高く、身体の不調の悩みが少ない世代です。で
も、早い人では40才代から運動機能はひそかに衰えていきます。
　こうした、骨・間接・筋肉など体を動かし、支える「運動器」が衰えるロコモティブシンドロー
ム（通称 ロコモ）は、将来介護が必要になったり、寝たきりになったりする原因になります。

 

 ロコモになる要因
１運動習慣のない生活
２やせすぎと肥満
　（�やせすぎると骨・筋肉がどんどん弱くなる。肥満は腰
やひざの関節に大きな負担がかかる）

３�活動量の低下（エレベーターや自動車の使い過ぎ）
４スポーツのやりすぎや事故によるケガ

ロコモ（運動器症候群）を知ろう！

20

「まだ若いから関係ない」？「年をとったら誰でもそうなる」？
　そうではありません。骨や筋肉は適度な運動や生活活動で刺激を与えることによって維持され
ます。運動習慣のない方、痛みやだるさなど軽い症状のある方は、まず、次の２つの簡単なトレー
ニングにチャレンジしてみてください。

転倒しないよう、
つかまるものが
ある場所で行う

ゆっくりと腰
を浮かせて元
に戻る

足の裏に体重
がかかるのを
意識する

片方の脚を
少し浮かせる

痛みやだるさの放置

■骨粗しょう症
■変形性膝関節症
■変形性脊椎症

疾患による
要支援・要介護状態



福祉課（☎33-5618）

　本市には、未来を担う子ども達がのびのびと健やかに成長できるよう、幼稚園や保育園
12園があり、それぞれが特色ある保育や教育を行っています。
　今月から各園のこれが「うちの園自慢！」として、12園の特色ある活動を毎月２園ずつご
紹介します。

　当園は東シナ海を一望できる高台にあり、天気によっては甑島の島影を見る事が出来ます。
毎月28日は本堂にお参りし、その後の方言たっぷりな紙芝居は子ども達から大人気です。

　また、食育活動には力を入れており、畑の土作りから苗植え・収穫を体験し、管理栄養士による媒体を
用いての食育指導や、いりこや鰹節などの出し汁の試飲や３色の食品群などの様々な食育活動を通して幼
児期から自分の体の仕組みを知り、体に必要な食べ物を選択する力を身につけ、食事のマナー・感謝の心・
命の大切さを学んでいます。

　当園は４・５歳児による「ちびっこマーチング」の活動を通して連帯感・責任感を培い、
共に感動しあえる心豊かな人間形成へと繫げることを目的としています。

　保育園行事だけでなく、地域行事にも参加する中で日々成長する子どもたちの姿を保護者の皆様に
も感じていただければと考えています。

（本浜町38　☎32-1779）

（羽島3595-3　☎35-0045）

串木野保育園

羽島保育園

内容については、直接各園にお問い合わせください。 21



薩摩藩英国留学生記念館（☎35-1865）

五代才助（友厚）の上申を機に
いよいよ動き出した英国への
留学生派遣。20名が選ばれま
す。

留学生の人選

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

●五代才助（友厚）上申書の具現化
　 五代が留学生を英国に派遣するよう薩摩藩に上申した元治元年６月には、薩摩藩では富国強兵政
策が小松帯刀や大久保利通らを中心に推進され、洋学教育機関「藩立開成所」が創設されていました。
　藩当局は五代が上申した諸建言項目のうち、藩士の海外留学を最優先する形で20名の留学生を選
び、薩英戦争の戦後処理で互いに気脈の通じ合ったイギリスへ派遣することを決定します。
●エリート養成機関「開成所」に学ぶ藩士を中心に人選
　選考にあたっては開成所教授・石川確太郎の意見が参考にされ、家柄、年齢、能力、思想などを
もとに、開成所で学ぶ10代から30代初めの俊英たちを中心に16名が選ばれました。この中には土佐
藩出身の高見弥一も含まれていました。薩摩藩出身者にこだわらない、能力・実務主義といった選
考基準の一面が伺えます。
●留学生一行の構成
　 選抜された留学生16名のほかに、外交使節の役割を担った新納刑部、五代才助、松木弘安、長崎
出身で通訳の堀壮十郎の４名が視察員として加わり、一行は総勢20名となりました。
　視察員の役割は、蒸気機関、紡績機械、兵器、貨幣製造機の買い付けや各種産業視察、諸交渉事
が目的で、留学生には各々修得科目が割り当てられました。派遣団の総責任者には新納刑部（久脩）
が、留学生を束ねる学頭には町田民部（久成）がそれぞれ任じられました。
　渡航に関する細かな詰めは、長崎のグラバーと面識のある五代と松木弘安の二人が担当すること
なり、両者はグラバーと接触を重ねました。グラバーはロンドンのマセソン商会と留学のための交
渉を行い、学費を含めた諸費用の支払いについても薩摩藩が振り出す手形の保証人になるなど便宜
を図っています。

（次回、９月20日号 は「留学生派遣決定」です。）

第6 回

★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。
事前に予約されるとスムーズにご案内できますので是非ご利用ください。　  　　　 

　「ナント、幕末にエリート養成機関「開成所」が二つあった！」
　薩摩藩は、藩の近代化をはかるため、洋学教育機関「開成所」を設けますが、
既に徳川幕府も同様の開成所（東京大学の前身）を設けていました。
　薩摩藩が幕府と同じ名称を用いたのには多分に幕府への対抗心があったもの
と思われます。薩摩藩の「開成所」の教授陣には中浜万次郎（ジョン万次郎）や前
島密（日本近代、郵便の父～１円普通切手の肖像で有名）といった、歴史上著名
な顔ぶれも見られます。

こぼれ話

開催中 平成28年
薩摩藩英国留学生

10月24日まで
薩摩藩英国留学生記念館五代友厚特別企画展「GODAI…バイタリティーの男〜薩摩スチューデントから大阪の恩人へ〜」
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前島密
薩摩藩の「開成所」で教壇に立った。



　この夏より地域おこし協力隊の隊員が2名増え、合計3名となりました。

　街で見かける機会もあると思いますので何卒宜しくお願い致します。

　今回はそんな二人に自己紹介プロフィールカードを書いてもらいました！

　先任の小林は思いっきり先輩風を吹かしていると思うので、そんな場面に遭遇したら笑ってやってく

ださい。

　左より

　　板垣　勝（観光担当）

　　高嶋直輝（食のまち担当）

　　小林文和（移住担当）

それではまた来月、おやっとさぁ

褒められて伸びる子のコラム
Vol.4
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さのさ祭り前夜祭で
出店しました！



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

①携帯電話回線のフィルタリング
②無線ＬＡＮ回線のフィルタリング
③アプリ用フィルタリング
①～③のフィルタリング設定が必要です。
※フィルタリング設定の詳細は、ご契約された携帯電話会社にお問い合わせください。
　�ゲーム機・音楽プレイヤーの中には、インターネットへの接続やアプリの利用が可能なものも多くあります。
フィルタリング設定について詳しくは、メーカー、販売店にお問い合わせください。

スマートフォンには、必ずフィルタリング等対策を行いましょう。

　スマートフォンは、パソコンに電話機能を加えたもので、セキュリティ対策が必要です。

　スマートフォン向けゲームアプリ「ポケモンGO」
が配信され、全国では同アプリを使用中の交通事故
等も発生しております。
　車や自転車を運転中はもちろん、歩きながらのス
マートフォンの操作は大変危険です。絶対にやめま
しょう。
　また、危険な場所や、私有地等の立入禁止区域に
は絶対に立ち入ってはいけません。ゲームに夢中に
なるあまり、そのような区域に知らないうちに立ち
入ってしまわないよう注意しましょう。

●有害サイトの閲覧が可能
●犯罪の被害に遭う危険が大
　　コミュニティサイト等から多数の人間との交流が容易に。
　　うかつに会ったり、写真を送ったりしてしまうと犯罪の被害に遭う危険性が大。
　�　ＧＰＳ機能により、撮影した写真に緯度経度情報が含まれる場合があり、自宅で撮影して送信
すると自宅が特定されてしまうことがあります。
●不正アプリの配信
　�　個人情報を抜き取る目的のための不正アプリなどが配信されており、個人情報が流失してしま
うと、犯罪に遭う危険性が大。

～子どもを被害に遭わせないために～

対　策

スマートフォンの危険性をよく理解し、適切なフィルタリング設定を！

スマートフォンゲーム中の
交通事故が発生しています！

スマートフォン
ここが危ない

インターネット上の不適切なサイトの閲覧や不適
切なアプリの利用を制限するサービスです。
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　５月から10月まで40～74歳の国保加入者は、特
定健診を無料で受診できます。
　ただし、病院で治療中で、４月以降に血液検査
を含む検査をしている場合、その検査情報を市に
提供することで、特定健診を受診したことにかえ
ることができます。
●手続き方法
① 治療中の病院等に、治療データの情報提供がで

きるか確認します。できる場合は、健康増進課
にその旨を連絡ください。

② 健康増進課から自宅に手続きに必要な書類（情報
提供票・質問票）を送付します。

③ 書類に必要事項を記入し、病院へ提出します。
　※ 検査データが足りない時は、追加で検査が必

要です。その際、自己負担はありません。
　※情報提供の期限は２月末までです。
　※ 75歳以上（今年度75歳になる方）の方は、情報

提供はできません。

　市と保健所では、精神障がい者（統合失調症）の
家族を対象に「家族教室」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　９月14日（水）14:00～16:00
●内　　容　「精神障がいと家族の関わり」
　　　　　　講師　みなと病院　精神保健福祉士
　　　　　　※ 毎回講話（１時間程度）の後、交流

会を開催します。
●定　　員　10名程度
●会　　場　串木野健康増進センター
●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

　経済センサス－活動調査に回答いただいた事業
所の皆さまには、大変お世話になりました。
　ありがとうございました。
　また、不明な点等、問い合わせをする事がある
かと思います。その際は、ご協力くださるようお
願い申し上げます。

●日　　時　９月８日（木）
●場　　所　市民文化センター
●受　　付　9:00～16:00
●献  血  量　400ml　
●献血年齢　18歳～69歳（男性は17歳から）
　　　　　　※ 健康を考慮し、65歳以上の方は60歳

から64歳の間に献血経験のある方
に限ります。

●体　　重　男性・女性とも50㎏以上

　はり紙、立看板、広告板、広告塔などの屋外広
告物は、私たちの生活に必要な情報を伝えるだけ
でなく、まちに賑わいをもたらしています。
　一方、これらの広告物が無秩序に氾濫すれば、良
好な景観を損なうばかりでなく、落下、倒壊によ
る危険や交通安全上の問題も発生する恐れがあり
ます。
　この旬間では、屋外広告物の適正な管理や設置に
ついての意識向上を図ることを目的としています。
　市では、違法となる屋外広告物の是正指導や簡
易除却を行います。
　安全で美しいまちづくりのため、皆様のご理解
とご協力をお願いします。

おしらせ版おしらせ版
特定健診の「情報提供」について

健康増進課（☎33-5613）

精神障がい者家族教室のご案内
串木野健康増進センター（☎33-3450）

経済センサス - 活動調査のお礼とお願い
政策課（☎33-5672）

９月１日から９月10日までは「屋外広告物適正化旬間」です
都市計画課（☎21-5152）

串木野ライオンズクラブ献血
串木野健康増進センター（☎33-3450）

串木野健康増進センター（☎33－3450）
　７月５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。

 萬
まんぷく

福　羚
れ い

生ちゃん   ・  長
ながはた

畑　怜
りょうすけ

佑くん

 堀
ほり

　　玲
れ お

央くん   ・  中
なかむら

村　瑠
る な

菜ちゃん

 山
やまがみ

神　　光
こう

ちゃん   ・  野
の ざ き

﨑葉
は る ま

瑠磨くん

 宮
みやした

下　登
と う や

矢くん

　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

ゼ ロ

を目指しましょう！
☆ 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。

☆むし歯０
ゼロ
おめでとう☆

（５歳児歯科検診結果）
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　国民年金保険料を納めることが、経済的に難し
いときは保険料免除・納付猶予制度をご利用くだ
さい。
　保険料の免除や猶予を受けず、保険料を納め忘れ
た状態で、未納のままにしておくと、万一、障害や
死亡といった不慮の事態になったとき、障害基礎年
金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
　納付が困難な方は、必ず申請手続きをしてくだ
さい。なお、申請が承認されるには、本人、配偶者、
世帯主の前年所得が一定額以下である必要があり
ます。

　※ 退職（失業）した方は、離職票や雇用保険受給
資格者証を添付すれば、前年の所得に関係な
く免除される特例もあります。

　※ 申請したときから２年前までさかのぼって申
請ができます。

　※ 保険料免除や猶予になった期間は、年金の受給
資格期間には算入されますが、年金受給額の
計算期間には一部のみ算入（免除の場合）、ま
たは算入されません（猶予・学生特例の場合）。

●申請受付　随時受付
●受付・問合せ　市役所市民課
　　　　　　川内年金事務所　☎22-5276

　法務局では、境界のトラブル相談、筆界特定に
関する相談をお受けします。相談は無料で、相談
内容は固く守られます。
●日　　時　11月27日（日）10:00～15:00
　　　　　　（受付は14:30まで）
●場　　所　鹿児島地方法務局川内支局
●相談担当　法務局職員及び土地家屋調査士
●予約・問合せ　予約は11月25日（金）までに
　　　　　　鹿児島地方法務局川内支局へ
　　　　　　薩摩川内市若葉町4-24　☎22-2300

　海区漁業調整委員会委員選挙人名簿は、１年ご
とに作成されます。
　この名簿登録がなければ、海区漁業調整委員会
委員選挙に投票及び立候補ができませんので、資
格のある方は、必ず申請してください。
●資  格  者
　（1） 平成10年12月６日までに生まれた方で、市

内に住所または事務所を有し、１年間に90日
以上漁船を使用する漁業を営み、または漁業
者のために水産動植物の採捕もしくは養殖に
従事する方。

　（2） 海区漁業調整委員会の委員または漁業協同組
合もしくは漁業協同組合連合会の役員であっ
て、その委員または役員に就任後、（1）に該当
しなくなった方。

●申請の現在日　９月１日（木）
●申請書の提出期限　９月５日（月）
●申請書の提出方法
　・平成27年登録者
　　行政嘱託員が申請書を配布・回収します。
　・新規登録申請者
　　 行政嘱託員に申し出れば申請書を配布・回収

します。
　　※ 申請書は、選挙管理委員会へ直接提出もで

きます。
　　※ 申請書は、選挙管理委員会のほか、市内の各

漁業協同組合（市来町、串木野市島平、串木
野市、羽島）にも設置してありますので、直
接取りに行くこともできます。

　　※ 行政嘱託員のいない地域は郵便での取扱い
になります。

　市農林技術協会では、ネタロウスイカ品評会を
開催します。
　対象は、市民が市内で生産をしたネタロウスイ
カです。出品は１人２玉まで。出品料は無料で入
賞者には賞品があります。参加賞もあります。
　農産物の管理に留意して、出品する方は事前に
農政課農林係へ電話でお申し込みください。
　なお、当日受付も可能です。
●品評会日時　８月26日（金）
　　　　　　　9:30～10:00搬入
　　　　　　10:00～11:00審査
　　　　　　11:00～11:30表彰
●場　　所　さつま日置農協　串木野支所２階

ネタロウスイカ品評会開催
農政課（☎33-5635）

境界トラブル無料相談
税務課（☎33-5617）

国民年金保険料の納付が困難なときは…
市民課（☎33-5612）・市来庁舎市民課（☎21-5114）

海区漁業調整委員会委員
選挙人名簿の登録申請について

選挙管理委員会（☎21-5125）

保 険 料
免 除 制 度

・ 経済的な理由などで、保険料を納め
るのが困難な場合

・保険料の全額または一部を免除

納 付 猶 予
制 度

・ 本人が50歳未満の場合 
（本人・配偶者の所得のみで審査）

・保険料の全額を納付猶予

学 生 納 付
特 例 制 度

・本人が学生の場合　　　　　　　　
　（本人の所得のみで審査）
・保険料の全額を納付猶予
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　野菜を生産 ･ 販売される方を対象に安心・安全
な野菜の作り方の講習会を開催します。
　受講希望の方は、８月31日（水）までに農政課へ
お申し込みください。参加料は無料です。
●日　　時　９月８日（木）13:30～15:00
●場　　所　市役所串木野庁舎２階東会議室
●テ  ー  マ　秋冬野菜の栽培について

　ごはんと自然農法で栽培された旬の野菜を使っ
た料理教室を開催します。
●日　　時　９月７日（水）９:30～13:00
●場　　所　働く女性の家
●材  料  費　800円
●用意する物　三角巾、エプロン、筆記用具
●定　　員　20名
●申込期限　８月31日（金）まで
●申込・問合せ　上　新　☎32-2583
　　　　　　中津留　☎32-9269
　　　　　　貫　薗　☎32-0748

　第11回市民体育大会を10月９日（日）に開催しま
す。市民の皆様がスポーツを通して互いにふれあ
い、健康つくりをすすめる楽しい大会になるよう
計画しております。
　市民の皆様の参加をお待ちしています。
●日　　時　10月９日（日）開会式8:30～（雨天中止）
　　　　　　※ 中止の場合は、防災行政無線でお

知らせします。
●場　　所　多目的グラウンド

【お願い】
　毎年、会場周辺は利用者で混雑します。今年は、
市内主要箇所から会場までの送迎バスを運行しま
すので是非ご利用ください。
　詳しくは、広報紙９月20日号と同時に配布する
プログラムをご覧ください。

　ふだん自分たちの読んでいる本がどのようにで
きているか、身近な材料を使ってオリジナルノー
トを作ってみませんか。
●日　　時　９月４日（日）14:00～16:00
●場　　所　市来地域公民館（第３研修室）
●定　　員　小学生５名（定員になり次第締切）
●料　　金　無料
●申　　込　 ８月23日（火）より市立図書館 市来分

館にて受付（電話申込不可）

●日　　時　９月17日（土）9:00開会式
　　　　　　8:00時受付
　　　　　　※雨天の場合は９月25日（日）に順延
●場　　所　多目的グラウンド
●参加資格　中学生以上の市民
●チーム構成　 １チーム５人構成とし、参加チーム数

は各公民館原則として３チーム以内と
する。ただし、世帯数50世帯未満の
公民館は、隣接公民館と合同チームを
構成し参加できる。

●参  加  料　１チーム　2,500円（当日徴収）
●申込期限　９月３日（土）
●申込・問合せ　市グラウンド・ゴルフ協会
　　　　　　上迫田　☎・fax32-3789
　　　　　　松　下　☎・fax32-4260
　　　　　　橋　口　☎・fax36-3920
　　　　　　萩　原　☎・fax36-3217

第２回市長杯争奪公民館対抗グラウンド・ゴルフ大会
市民スポーツ課（☎21-5129）

安心・安全な野菜作り講習会
農政課（☎33-5635）

「元気になる食事法」料理講習会
食のまち推進課（☎33-5621）

第11回市民体育大会
市民スポーツ課（☎21-5129）

オリジナルノートをつくろう
市立図書館（☎33-5655）　

「地かえて祭り」ボランティアスタッフ募集
　10月29日（土）・30日（日）に開催される、「い
ちき串木野づくし産業まつり～地かえて祭り
～」のボランティアスタッフとして協力いただ
ける方を募集します。皆様のお申し込みをお
待ちしています。
●内　　容
　当日の運営スタッフとして、ステージ係・
イベント広場係・場内清掃係等に従事してい
ただきます。
　昨年は、地元の高校生をはじめ、国際交流
ボランティアの皆さんなど２日間で述べ70名
の方のお手伝いをいただきました。感謝申し
上げます。
●申込・問合せ　９月30日（金）までに水産商工課へ

（昨年のボランティアとの打合せの様子。真剣な眼差しです）
祭りの情報や取組み状況などを広報紙で紹介していきます。

次号もお楽しみに！！

水産商工課（☎33-5638）

いちき串木野づくし産業まつり

ニュース vol.4

おかげさまで
15 回目を迎えます
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●日　　時　9月10日（土） 開会式9:00～
●場　　所　いちき串木野パークゴルフ場
●募  集  数　200名
●参  加  料　1,500円（昼食・プレー代含む）
　　　　　　※道具は無料で貸し出します。
●競技方法
　（1） 競技は日本パークゴルフ協会規則に基づいて行う。
　（2）種目　男女別個人戦と総合順位とする。
　（3）36ホールストロークプレーとする。
　※ 同スコアの場合は男女各３位までプレーオフ

とし、以下年齢上位勝ちとする。
●申込期限　９月７日 ( 水 )
●申込・問合せ　いちき串木野パークゴルフ場
　　　　　　指定管理者㈱ユウキ　☎32-8118

●日　　時　９月22日（木・祝）18:00～19:00
●場　　所　薩摩藩英国留学生記念館２階デッキ
●内　　容　展示観覧、フルート演奏（演奏者 中夷雲母）
●料　　金　2,000円（軽食付き）
●定　　員　先着20名
●そ  の  他　串木野駅から記念館までの送迎バス有
●申込・問合せ　中夷　☎ 090-9582-0268

　串木野国家石油備蓄基地『ちかび展示館』は、館
内の安全対策工事のため、期間中休館となります。
●休館期間　８月30日（火）～９月10日（土）
●問  合  せ　日本地下石油備蓄㈱総務課
　　　　　　☎32-6800

●日　　時　９月24日（土）17:00～20:30
　　　　　　入場無料、小雨決行
●場　　所　長崎鼻公園ソフトボール場
●内　　容
　屋台村　17:00～20:30　
　 　つけあげ、焼酎、しんこだんご、かき氷など

　地元企業等のうまいものが集合します。
　ステージイベント
　　オープニングセレモニー
　　セーラー☆スターズ　チアリーディング
　　ハナレイ・ホク・フラ　フラダンス
　　薩摩天翔流太鼓
　　ゆうこジャズダンス
　　ジミー入枝歌謡ショー
　　ものまねタレント神奈月スペシャルライブ
●臨時駐車場　なぎさ公園、いちき串木野市役所
●問  合  せ　いちき串木野商工会議所　☎32-2049

●日　　時　９月５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　先生
●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　９月２日（金）までに
　　　　　　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）

●場　　所　働く女性の家
●対　　象　市内在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。
●受  講  料　無料（ただし、材料費は実費自己負担）
●申  込  み　９月21日（水）までに働く女性の家へ
●受　　付　火曜～土曜9:00～17:00（月曜休館）
●託　　児　満２歳以上～未就学児。必要な方は申し込み時にお知らせください。

『いちき串木野GENKI が出る祭り』開催
水産商工課（☎33-5638）

ベビーマッサージ＆産後シェイプアップ体操教室
福祉課（☎33-5618）

ちかび展示館休館のお知らせ
政策課（☎33-5634）

第９回いちき串木野市長杯パークゴルフ大会
市民スポーツ課（☎21-5129）

薩摩藩英国留学生記念館フルートコンサート
～薩摩スチューデントが見た世界の音楽～

観光交流課（☎33-5640）

「働く女性の家」　後期講座受講生募集
働く女性の家（☎32-7130）

講 座 名 日　時 定員 回数 講座内容（用意するもの・材料費）

こぎん刺しで
小物作り

10/11～2/28
第2・4火曜日

9:30～
11:30 15名 10回 日本刺繍で津軽の刺し子です。（クロスステッチ

用布12cm×12cm・刺繍糸・刺繍針）

ピラティス 10/11～12/13
毎週火曜日

10:30～
11:30 15名 10回 骨盤のゆがみを改善し、姿勢の悪さや疲れやす

さ肩こりなどを解消します。
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　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、市立図書館へお尋ねください。
※ 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します。

　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。
●申込・問合せ　社会福祉協議会

　納期限内の納付にご協力ください。
　今月の口座振替日は、８月25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。

税金で　国という木を　育てます
（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） 

お　く　や　み（７月届出分）

国民健康保険税　　　　　　第 3期
介護保険料　　　　　　　　第 3期
後期高齢者医療保険料　　　第 3期

８月31日

相 談 場 所
及　び

相 談 時 間
相談種別

相　談　日

相談員２日 ９日 16日 23日 30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

６日 13日 20日 － －
心配ごと
相 談 員

火 火 火 － －

○ ○ ○ － －

９月の移動図書館車巡回日程
市立図書館（☎33-5655）

９月の心配ごと相談
社会福祉協議会（☎32-3183）

８月の市税納期
税務課（☎33-5682）

コース 巡回日 コース 巡回日

1コース 6日（火） ９コース 15日（木）

2コース 7日（水） 10コース 20日（火）

3コース 8日（木） 11コース 21日（水）

4コース 9日（金） 12コース 23日（金）

5コース 13日（火） 13コース 27日（火）

6コース 14日（水） 14コース 28日（水）

7コース 16日（金） 15コース 29日（木）

8コース 19日（月）
西中休み

29

故　人 年齢 住所または 
公 民 館 喪主または届出人

山　下　秋　利 82 芹ヶ野 山　下　利　広
畠　中　榮　次 89 袴　田 畠　中　ツ　ヤ
中　村　スミ子 79 浜　西 中　村　七　哉
橋之口　フサ子 86 平　江 橋之口　義　則
吉　見　孝　子 93 栄町（串木野） 吉　見　亮　助
浦　嶋　サチ子 81 浜田町 浦　嶋　泰　藏
山　根　孝　明 81 横　須 山　根　伊久子
前　屋　吉　二 94 大原南 前　屋　秀　喜
萬　福　フ　ヨ 87 万　福 萬　福　晶　人
宮　内　千　秋 79 袴　田 宮　内　鈴　子
松　下　タ　ケ 90 袴　田 松　下　順　一
出　口　ト　ミ 86 浜　東 出　口　正　巳
大　迫　末　春 87 舟川後 大　迫　盛　男
松　山　　　實 86 潟小路 松　山　道　弘
谷　口　フ　ミ 98 川　畑 谷　口　正　篤
祐　下　フヂヱ 93 東塩田町 祐　下　和　美
吉　尾　藤　逸 98 元　町 吉　尾　逸　郎
久　保　　　博 67 野　元 久　保　いな江
中别府　友　一 81 浦和町 中別府　礼　子
橋　口　幸　宏 85 麓 橋　口　福　子
下　茂　盛　次 92 松　原 下　茂　ツル子
黑　江　正　勝 77 旭　町 黑　江　　　滿
平　石　正　弘 75 浅山 平　石　サチ子
塩　屋　ノリ子 89 春日町 塩　屋　清　文
迫　　　和　己 82 日出町 迫　　　カネ子
久　留　ハツヨ 88 佐保井 久　留　浩　則
松　崎　家　昌 89 栄町（市来） 松　崎　幸　子
植　屋　爲　義 95 金山下 植　屋　勇　二



届出人が同意された方を掲載してあります。また住所欄は公民館、または住所での掲載となります。

山本　朝
あさ
陽
ひ
くん

（曙町）

浅尾　芽
め
衣
い
咲
さ
ちゃん

（酔之尾東）

潟永　陽
はる
心
と
くん

（別府）

浅井　楓
ふう
花
か
ちゃん

（湊町）

宮之原　杏
もも
美
み
ちゃん

（住吉町）

峯元　紬
つむ
衣
ぎ
ちゃん

（上名）

我が家に宝物が増えました♡
悠陽にぃにと仲良くね♡

父：征洋さん・母：春菜さん

人に優しく、尊敬されるような
人になってね！

父：了也さん・母：美穂さん

元気よく　笑って泣いて
陽心くん♡

父：雄史さん・母：亜弥さん

家族 3 人 笑顔いっぱいで
過ごしていこうね♡

父：佳史さん・母：祐華さん

生まれてきてくれてありがとう !!
よろしくね♡

父：正文さん・母：智美さん

産まれてきてくれてありがとう。
これからよろしくね♡

父：裕之さん・母：亜貴子さん

夏休み
子ども達の夏休みもあとわずか。８月はあちこちで楽しそうに遊ぶ子ども達の姿が見ら
れました。
今月のカバーはサーフィン協会が照島海岸で開催した海の日親子サーフィン教室の一コ
マ。波の力を体いっぱいに感じ、子ども達の顔には笑顔が広がっていました。きっと夏
のいい思い出になったことでしょう。

今月のカバー

6月届出分

30 「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。
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