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　今年も歴史ある４つの祭りが開催されました。7月末の祇園祭を
皮切りに、８月に七夕踊、羽島南方神社太鼓踊、川上踊。どの祭りも、
踊り手は１か月以上の練習を積んで本番に臨んでいます。
　これらの祭りを毎年見ていると、毎年踊り手になっている人が
多いことに気づきます。話を聞くと、多くは「仲間と踊るのが楽
しい」という答えが返ってきます。どの祭りも、もともとは地域で
伝えられてきた祭り。祭りをとおして人々が時間と空間を共有し、
一つになる。昔から繰り返されてきた光景が今に続いているのを
感じます。
　祭りは、踊りの形は違えど五穀豊穣、商売繁盛、無病息災への
願いや祈り、祖先や自然への感謝などに満ちています。この夏、
踊りに込められた意味を体で表現して舞い、太鼓や鐘を叩いた踊
り手たち。
　今からもこの光景がずっと続いていくことを願います。
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今年の夏は暑かった。
１曲踊り終わる頃には顔から汗がしたたり落ち
る。羽島南方神社太鼓踊と川上踊は25曲程度
を踊り、さらにそれを数か所で奉納する。ハー
ドな一日だが、この日を楽しみにしている踊り
手も多い。

中島紅さん（羽島小）
昨年初めて太鼓踊りを見て踊ってみたいと思い、今年デ
ビュー。「練習通りしっかりと踊りたい」と見事に踊りきった。

羽島南方神社太鼓踊

羽島南方神社太鼓踊 栫 裕之さん
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松原・払山集落から９年ぶりに
牛が奉納され、今年は２頭に。
お尻を跳ね上げる様を競い合う
ようにしていたのが印象的だっ
た。

（奥）堀・平ノ木場集落の牛
（手前）松原・払山集落の牛

男山で太鼓を叩く
久 保 黎 夜 君（中）と
旺 駕 君（左）の 兄 弟
はこの日のために
東京から市来に帰
省した。東京の自宅
では積み上げた本
を太鼓代わりにして
練 習を 積 ん だ。 父
親の辰徳さんは「ふ
るさとがこうして受
け入れてくれてあり
がたい」と話した。

踊りを奉納する橋口大亮さん（右下）
現在高校２年生。住んでいるのは天神だが、踊りの練習の
ため、きょうだいの真稀さんと桃花さん３人で、毎日川上ま
で片道４km を自転車で通った。
大変じゃなかった？との愚問には、「踊りを残していくためだ
から」と頼もしい言葉が返ってきた。

七夕踊

市来湊衹園祭

川上踊
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いちき串木野市まち・ひと・しごと創生総合戦略

Ⅰ　産業振興による定住できる“しごとづくり”

　昨年10月末に策定した「総合戦略」は、事
業の評価・進捗の検証を実施し、これを公表、
報告することとされています。市では地方
創生推進委員会（有識者会議）を７月に開催
し、49の全ての総合戦略掲載事業と地方創生
関連の交付金について、効果を検証しまし
た。
　今回は、事業評価報告書のうち、取組概
要等につきまして、一部ご紹介します。
　詳しい内容は、市のホームページまたは、
政策課でご覧いただけます。

［基�幹産業の強化］…船主協会等と連携しまぐろ漁船母港基地化を推進しつつ、まぐろ運搬船を
活用した本市特産品の海外販路の拡大を図るため、シンガポールで開催された見本市（Oishii�
japan2015）に出展しました。また、国内では、ふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」を
活用し、特産品の消費拡大にも努めました。

［観�光産業の振興］…総合観光案内所や食の拠点エリアの大型案内板等を建設したほか、観光周遊バス
の運行等による交流人口の拡大に努めました。

［農�林水産業の振興と担い手確保］…新規就農者へ支援を行うとともに、外からの新たな視点で地域活
性化に取り組むため、地域おこし協力隊の採用へ向け要綱整備と隊員選考等を行いました。

平成27年度の主な取組・成果

総合戦略掲載全49事業の取組結果

〜平成27年度の主な取組と成果〜

評　価　区　分 件数 割合

Ａ：取組を実施した
　　（実施済、実施中） 38 78%

Ｂ：取組を一部実施した
　　（一部実施済、実施中） 5 10%

Ｃ：方針、具体策を検討中 6 12%

Ｄ：未着手または
　　施策の見直しが必要 0 0%

計 49 100%
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政策課（☎33-5634）
地 方 創 生

地方創生推進委員会

地方創生推進本部
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Ⅱ　子育て世代に選ばれ、将来を担う“ひとづくり”

Ⅲ　時代にあった、誰もが生活しやすく、安心して暮らせる“まちづくり”

　プレミアム商品券の発行により本市の消費
喚起と地域活性化が図られたほか、企業誘致
産業育成事業や空き工場等活用促進事業によ
り、４社85人の新規雇用が生まれるなど、総
合戦略の KPI（重要業績評価指標）達成に有効
であったと評価されました。

　この総合戦略につきましては、今後も市民
の皆様をはじめ、産業・行政・教育・金融機
関等の参画を得て、効果検証を踏まえながら、
官民一体となって推進し、地域経済の浮揚発
展、地域活性化へと繋げていきます。

［結�婚・妊娠・出産・子育て支援］…独身男女の登録制度を始めたほか、婚活イベントの支援を行いま
した。また、出生祝金や乳児の紙おむつ購入費助成、子どもの医療費助成などを行い、子育て世
帯の負担軽減を図るとともに、病児・病後児保育やファミリーサポートセンターの運営などにより、
子育て環境の充実に努めました。

［特�色を活かした教育の推進及び学習環境の充実］…「英語のまち」の推進を図るため英語検定補助金を
小学生までに拡大するともに、英語のデジタル教科書を市内全中学校へ導入しました。

［次�代を担う人材の育成］…市内公立高校の活性化のため、入学準備金補助金や部活動応援補助金など
で支援するともに、幼児のための英語絵本の読み聞かせ会などを実施しました。

［生�活環境の整備］…定住促進補助制度の拡充や空き家の実態調査、地域振興住宅の建設等により、居
住環境の整備に努めるとともに、地域間連携を推進するため鹿児島市等と連携中枢都市圏の協議
を開始し、次年度の協定締結に向け連携事業の調整を行いました。

［共�生・協働のまちづくり］…まちづくりの拠点である野平交流センター建設に向け用地取得を行うと
もに、各まちづくり協議会への活動補助を行いました。

［安�心・安全なまちづくり］…ころばん体操の普及促進を図るとともに特定健診受診率向上に努め、地
域で安心して生活できる基盤整備に努めました。

［再�生可能エネルギーの効率的な利用促進］…平成28年４月からの電力自由化に伴う地域電力事業の
採算性などを検証し、事業計画を策定しました。

地方創生関連交付金の検証結果
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　串木野養護学校 PTA は、今年４月に発生した熊
本地震で不安がっている熊本県内の特別支援学校の
子ども達を励ます絵本を作りました。
　絵本では、地震の揺れをくしゃみをした地球の体
の揺れと表現し、子どもが地震を理解できるよう工
夫しています。絵本の中の登場人物は、同校の PTA
キャラクターの「さわちゃん・ぽめろう」の似顔絵を
子ども達が描いたもので、地球など、似顔絵以外は
PTA による手描きです。
　絵本を作った PTA は、「この絵本でどれだけ子ど
も達の不安が減るかはわからないが、みんなのそば
には友達・家族・先生、『みんないるよ』ということ
を伝えたかった」と話しました。
　絵本は７月末に熊本県内13校の特別支援学校に
届けられ、２学期に子ども達に披露されました。

絵本「みんないるよ」のストーリー
　繰り返す地球のくしゃみ（余震）に子ども達は怖が
ります。カゼが治った ( 余震がおさまってきた ) 地
球は「ビックリさせてゴメンネ」と子ども達に謝り、

「両親や先生のいうことを聞いてみんな一緒にいた
ら大丈夫だからね」と優しく話しかけ、子ども達に
怖い時も一人じゃないことを伝える内容となってい
ます。

　串木野中学校１年生の木場ももこさんが、８月に
京都で行われた極真空手の全国大会※で優勝しまし
た。
　木場さんは中学生女子組手の重量級に出場。得意
の前蹴りで勝ち進み、準決勝で強敵を延長戦の末破
ると、その勢いで一気に優勝を決めました。
　幼稚園から空手を始めている木場さんですが全国
優勝は初めてで、応援に駆け付けた母親と一緒に泣
いて喜んだそうです。
　木場さんは、来年４月にある世界大会に出場する
ことになりますが、「国際大会でも優勝できるように
頑張る」と抱負を語りました。
　優勝おめでとうございます。
※2016全日本青少年空手道選手権大会

　港町公民館は８月21日、住民約100名が参加し、
避難訓練を行いました。昨年に続いての開催ですが、
今年は特に、４月に発生した熊本地震を受け、地震
と津波を想定した避難訓練を行い、住民は避難の手
順と場所を確認しました。
　公民館は、昨年黄色の旗を全世帯に配布しました。
家から全員避難するとこの黄色の旗を玄関に掲げま
す。地震発生の合図で参加者の避難が始まると、公
民館の防災担当者は手分けして黄色の旗を目印に、
参加者の世帯が避難したかどうか確認にまわり、約
15分で参加者全員の避難が完了したのを確認でき
ました。

熊本地震の不安を絵本でやわらげたい
串木野養護学校ＰＴＡが絵本を手作り

黄色の旗は避難完了の証

空手道　日本一に

手づくり絵本「みんないるよ」。
地球がみんなのそばには親や友達がいるよと語りかける場面。
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　串木野中学校陸上部６名が７月にあった県総体の
400ｍリレーで優勝し、県代表として全国大会※１に
出場しました。全国大会では、予選は突破できなかっ
たものの、「この経験を次に生かしたい」と刺激を受
けたようで、今後ますますの活躍が期待されます。
　400ｍリレーに出場した山﨑千聖さんは、県総体
の100ｍと200ｍで全国大会標準記録を突破してい
たため、全国大会と九州大会※２にも出場。九州大
会では100ｍで１位となり３連覇の快挙を成し遂げ
ました。おめでとうございます。
※１　全日本中学校陸上競技選手権大会 ( ８/21～24長野県 )
※２　九州中学校陸上競技大会（８/ ６～７鹿児島市）

　８月、南薩砂利㈱から市立幼稚園、小学校、中学
校に40トンの砂が無償で提供されました。
　同社では、日頃の感謝を込めて、地域の子ども達
のために少しでも役に立ててもらえたらと毎年提供
を続け、今年で15年目になります。
　旭幼稚園では、新学期を迎えた子ども達が、早速
真新しい砂山で楽しそうに遊んでいました。
　今年も温かい善意をありがとうございました。

　７月６日、旭小学校体育館で、大槻能楽堂による
「土蜘蛛」の公演があり、旭小学校や冠岳小・荒川小
の児童およそ100人が観劇しました。文化芸術によ
る子どもの育成事業によるものです。
　第１部では能の歴史や、楽器の説明などが行われ、
第２部で実際に「土蜘蛛」の一部が上演されました。
普段、なかなか見ることのできない能の迫力ある演
技に触れる貴重な体験となりました。

　８月27日、羽島の白浜海岸で清掃を兼ねて貝殻や
ビーチグラスを集めて楽しむイベントが開かれまし
た。地域おこし協力隊の小林史和さんと羽島でダイ
ビングショップを営む鮫島百桃子さんが企画したも
のです。参加した子ども達は、貝殻を探したり、打
ち上げられたものに海外製のものがあることに驚い
たりと夏の想い出を作りました。
　これに先立ち、羽島の海を知ってもらおうと、８
月11日から31日まで、商店街のまちなかサロンで
は、「磯物語」として、羽島の海中の写真パネル16枚
が展示されたほか、塗り絵コーナーや人魚の姿に
なって撮影できるコーナーなどが登場し、夏休み中
の子ども達が訪れ楽しむ姿が見られました。

　串木野中学校陸上部
九州大会・全国大会で活躍

学校・幼稚園の子ども達へ砂を提供

小規模校児童　能の世界に触れる

夏休みの想い出にビーチコーミング

全国大会を前に市長室を訪れた選手6名（8/1）
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　８月28日、照島海岸でマリンビーチフェスタが
開催され、市内外から若者63チームが参加し、ビー
チバレーボールやビーチフラッグなどを楽しみまし
た。市来若者隊が開催したもので、14回目になりま
す。
　このフェスタを毎年楽しみにしている常連チーム
も多く、ユニフォームをチームでそろえたり、バー
ベキューをしたりと、残り少ない夏を仲間と楽しむ
姿が見られました。
　実行委員長の大久保博樹さんは「夏の最後の思い
出をこの大会で締めてくれたら嬉しい」と話しまし
た。

　いちき串木野市国際交流協会主催の初めてのイン
グリッシュキャンプが、７月29日から30日の１泊
２日の日程で、南薩少年自然の家で開催されました。
　市内の小学５年生から中学１年生まで18名が参
加。本市 ALT（外国語指導助手）のジョアンナ・チル
トンさんら4名の ALT や鹿児島大学生と、チーム対
抗のレクリエーションやキャンプファイヤーを楽し
み、ネイティブスピーカーの生の英語に触れ合いま
した。
　子どもたちは、初めは慣れない様子でしたが、徐々
に ALT の先生たちと打ち解け、積極的にコミュニ
ケーションを取る姿が見られました。

　８月３日、今回で10回目となる生活研究グループ
主催の農業体験型バスツアーが行なわれました。
　当日は23名の参加者が、生産者と交流しながら野
菜の収穫を体験し、昼食は採れたての夏野菜をたっ
ぷり使って、カレーやサラダを作りました。
　参加者は格別においしいカレーライスをお腹いっ
ぱい食べ、すいか割りやレクリエーションを楽しみ、
夏休みの楽しい１日を過ごしました。
　次回は11月にみかん狩りが体験できるバスツ
アーを計画中です。みなさんお楽しみに！

　県は、今年１月に、本県を代表する郷土料理等28
品を「かごしまの味」として制定しました。
　市生活研究グループでは、それら郷土料理の食文
化を継承し、地産地消を推進するため、８月８日、
中央公民館で郷土料理教室を開催しました。
　今回のメニューは「かごしまの味」にも制定されて
いる ｢ さつますもじ ｣ や「豚骨」、｢ へちま汁 ｣ など
で、参加者は伝統的な郷土料理を学び、懐かしい「お
ふくろの味」を味わいました。
　「かごしまの味」について詳しくは、県のホーム
ページに掲載されています。

夏の締めはマリンビーチフェスタ

英語漬けの2016イングリッシュキャンプ

～食と農を通して地域の魅力を再発見～
「夏休みわくわく体験！食農楽バスツアー」

伝えたい、広めたい郷土の“食”
「かごしまの味」料理教室
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　８月28日、生福地区で、地元で採れた野菜や手作
りの小物などが並ぶ「生福市」が開催されました。会
場前の県道沿いには、かかしコンテストに出品され
たかかしがずらりと並び、来場者を出迎えました。
　どちらも生福地区まちづくり協議会が開催したも
のです。
　かかしコンテストには、オリンピック選手の活躍
を願うかかしや、雨が長く降らない日が続いていた
こともあり、雨乞いをするかかし、昭和初期に農閑
期に出稼ぎに出た人たちの家族をテーマにしたかか
しなど、力作56体が出品され、市で買い物を済ませ
た人たちは、気に入ったかかしに投票をしていまし
た。
　このかかし、９月25日まで展示される予定です。

　６月26日、多目的グラウンドで第10回市長旗争
奪軟式野球大会が開催され、参加した７チームは熱
戦を繰り広げました。結果は次のとおりです。
●優　勝　サプライズ
●準優勝　キングベースボールクラブ

　８月22日、「食彩の里いちきくしきの」に「24時間
テレビ愛は地球を救う」のキャラバン隊が訪れまし
た。
　集まった皆さんはキャラバンカーに思い思いの
メッセージを書いていました。
　また、当日は愛の募金も行われ、多くの募金が集
まりました。

2016フォトコンテーマ

「つながる」
Ichikikushikino Life
人とのつながり　　
　地域とのつながり

　　　自然とのつながり

■募集期間　平成29年１月13日（金）まで
■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
　　ほか特別賞あり
■写真サイズ
　　一般の部 /A4
　　ユースの部 / ２L（スマホ撮影可）
■応募・問合せ　
　フォトコン2016応募係
　（政策課☎33-5672）

かかしがお出迎え「生福市」

第10回市長旗争奪軟式野球大会

24時間テレビ愛は地球を救う

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（応募多数の場合抽選）
10月16日（日）９:00～12:00
・参加料　3000円
・募集期間　９月１日（木）～９月30日（金）
・℡・メール・ハガキ・FAX で申込み

モデルを使った撮影会です。
今年のフォトコンテストの審査員で写真作家の
下薗詠子さんがサポートします。

募集中

Facebook 

メール

フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
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市ではこんなことをしています

　８月８日、総合観
光 案 内 所 で「第 ２回
いちき串木野キッズ
シェフ～ Let’s make 
world cooking ～」が
行われました。今回
は、鹿児島市にある
レストラン「table de 
chic」の 寺 地 シ ェ フ
を招き、「地元食材を

使ったフランス料理」というテーマで、ブイヤーベー
スとニース風サラダ作りに挑戦しました。参加した
児童たちは、シェフにコツを教えてもらいながら、
お互いに協力し合い、楽しんで調理をしていました。

　８月30日、薩摩藩英国留学生記念館の設立に携
わってきた観光交流課の職員が講師になり、教育講
演会が開催されました。
　保護者や教員など約240人が参加した講演は、「五
代友厚を追いかけて～薩摩から大阪へ」と題し、職
員が記念館設立のため訪れた国内外で集めた資料や
取材の過程で発見したこと、また、五代が羽島金山
の所有者だったことなどを、五代の功績に触れなが
ら約90分話しました。
　最後は市の職員らしく、現在、薩摩藩英国留学生
記念館で開催中の、「五代友厚特別企画展」をしっか
りとアピール。記念館への来館を呼びかけました。

　８月27日、市民が元気で日々過ごせることを目
指し、健康なまちづくりフォーラムを開催し、市民
約350人が、講演に耳を傾けました。
　講演では、新潟地震や東日本大震災などの被災地
で腎臓透析が難しい患者の移送に尽力し、献腎者
を増やす取り組みを進めている医師高橋公太さんが

「臓器移植と救急医療」と題して講演しました。
　高橋さんは、震災などの非常時や日常の生活の質

（QOL）、また腎臓移植手術後の成績がよい実態を考
えると、人工透析患者は機会があれば、移植手術を
受けた方がよいと勧めました。一方で腎臓提供が少
ない現状から提供者を増やす取組の必要性も話し、
市民は健康について考える機会となりました。
　また、講演後はレセプションとしてシャンソン歌
手三島吏恵さんのステージもありました。

食のまち推進課（☎33-5621）

学校教育課（☎21-5127）

健康増進課（☎33-3450）

第２回いちき串木野キッズシェフ

五代友厚を知る機会に～教育講演会開催

腎臓移植について考える
～健康なまちづくりフォーラム～

　８月20日・21日、北九州市小倉競馬場で「いちき
串木野市観光物産展」を開催しました。競馬のまち
をＰＲし、ばふ～ん饅頭の他、さつまあげ・ちり
めん・焼酎・まぐろラーメン等を販売し、本市の
観光物産をＰＲしました。

水産商工課（☎33-5638）
小倉競馬場観光物産展で本市をＰＲ
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　８月27日、薩摩藩英国留学生記念館で、薩摩ス
チューデントの一人で、サッポロビールの生みの親
である「村橋久成」を楽しく学ぶ「村橋フェスティバ
ル」が開催されました。
　参加者は、村橋久成研究第一人者で札幌の北海道
久成会顧問の田中和夫氏と、サッポロビール文化広
報顧問の端田晶氏による基調講演で「村橋久成」の功
績や生き様を学んだ後、サッポロビールで懇親を深
めました。

　ライブで出演したジ
ミー入枝さんに委嘱状
が交付されました。ジ
ミー入枝さんは羽島出
身。歌手として活動を
続けており、ラジオの
パーソナリティなどで
も活躍されています。
　本市の PR をどうかよ
ろしくお願いします。

８月22日に11万人目の来館者
となった樋口光子さん（鹿児
島市）。郷土の偉人を学ぼう
と３回目のご来館。「11万人目
になるとは思っていなかった
ので嬉しいです」

　ＪＲ串木野駅を始発点
※１

として、いちき串木野市内の主な観光地をぐるぐる巡る周遊ラッピングバスを
主に土日祝に運行しています。一日乗車券を利用すると、お好きな停車地で乗り降りすることができます

※２
。

バスを上手く利用して行楽シーズンの観光などにご利用ください。
　※1　一部はＪＲ伊集院駅が始発となります。
　※2　乗降できるのはコース内の既定の停車地に限ります。

●一日乗車券　大人（中学生以上）500円、小人（小学生・未就学児）200円、２歳以下は無料。
　　　　　　　＊乗車時に購入。予約乗車をお勧めします。
●コ  ー  ス　①羽島コース 【10/2、12/3、1/8、2/11】
　　　　　　②羽島照島市来コース 【10/15、12/18、3/26】
　　　　　　③日置市～いちき串木野市コース 【10/8、1/29】
　　　　　　④冠岳～入来コース 【9/24、11/27、1/21】
　　　　　　＊臨時便も運行します。
●詳細はお問い合せください。
●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/

観光交流課（☎33-5640）

観光交流課（☎33-5640）

村橋フェスティバル～サッポロビールの生みの親 村橋久成～

いちき串木野悠遊観光
“ＥＡＴこ（いいとこ）ぐるぐるバス”運行中

いちき串木野観光大使にジミー入枝さん

８月に来館者11万人達成

端田晶氏田中和夫氏
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　１回目の接種から３回目の接種を終えるまでには、おおよそ半年かかります。
　特に、平成28年４月・５月生まれの方は、10月時点ですでに生後５～６か月が経過しているので、接種日程の管理が重
要となります。早めに主治医とよく相談してください。

　乳幼児期における「Ｂ型肝炎ワクチン」の予防接種は、今まで希望者だけが受ける任意接種でしたが、10月
１日から法律に基づいて実施する定期予防接種になります。これに伴い、接種費用が無料になります。次
を確認し、対象となる子どもは予防接種を受けてください。
●対  象  者　平成28年４月１日以降に生まれた１歳未満児

●接種期間　10月１日（土）～平成29年３月31日（金）
●持  参  品　①予診票　　②母子手帳（り患履歴、接種回数等の記録を確認するため）
●そ  の  他　※接種する前には、必ず医療機関で予約してください。
　　　　　　※ Ｂ型肝炎ワクチンは「３回接種により十分な免疫がつくこと」とされております。保護者の

方は、スケジュールをよく確認して接種漏れのないようにしてください。

　市では、串木野小学校にＬＤ・ＡＤＨＤ通級指導教室を開設しています。この通級指導教室には、市内
の各小学校からも通級して、指導を受けることができます。
●教  室  名　串木野小学校「まなびの教室」
●対　　象　小学生
●指導内容等　
　⑴ 　ＬＤ（学習障害）やＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）のある児童一人一人が、それぞれのよさを発揮し

ながら望ましい集団生活の過ごし方を身につけていけるよう、個別の指導の場を設けます。
　⑵ 　次のような課題や悩み等について、個別の計画に基づき、その解消を図ります。
　　○　聞く・読む・書く・計算する・推論するなどのうち、ある特定の事柄を苦手とする。
　　○　すぐに興味が移ったり、集中が長く続かなかったりする。
　　○　気持ちを抑えることが難しかったり、危ないことへの注意が足り
　　　　なくなったりする。
●指導時間　相談のうえ決定します。（週に１～２回程度、１回45分）
●手  続  等　まず、在籍している小学校長に相談してください。
　詳しくは、学校教育課へお問い合わせください。

串木野健康増進センター（☎33-3450）

学校教育課（☎21-5127）

Ｂ型肝炎ワクチンの予防接種が無料になります

通級指導教室のご案内
一人一人に合った学び方を一緒に考えていきましょう

接種回数 接種方法（標準接種）

３回

【１歳までに３回接種】…協力医療機関で接種します。
・１回目と２回目の接種間隔を27日以上（４週）あけて接種
・１回目と３回目の接種間隔を139日以上（20週）あけて接種

（標準的な接種期間：生後２月～９月に至るまでの間に３回）

こんな悩みを抱えて
いませんか。

○　文章がすらすら読めない。
○　すぐに興味が移ってしまう。
○　漢字を何回練習しても覚えにくい。
○　気持ちを抑えることが難しい。
○　危ないことへの注意が足りない。
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　毎年10月１日は「浄化槽の日」です。
　これは、浄化槽に関する諸制度を整備した「浄化槽法」が、昭和60年10月１日に全面施行されたのを記念
して設けられました。
　市ではこの日にちなみ、合併処理浄化槽への転換と適正な維持管理を呼びかけています。
　未来の子どもたちのために、ふるさとの水辺の環境を守りましょう。

　単独処理浄化槽とは、トイレの汚水だけをきれいにする浄化槽で、
台所や風呂、洗濯などトイレ以外からの生活雑排水が側溝に流れてき
ます。この時、泡や汚れが目立ちます。これが単独処理浄化槽と合併
処理浄化槽の見分け方です。
　これらの生活雑排水はそのまま川や海に垂れ流しになるので、環境
に悪影響を与えるだけでなく、害虫や悪臭の発生元となります。

　市では、汲取り便槽、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換す
る住民の方に対して、費用の一部を補助しています。
　補助内容等詳しくは上下水道課へお問い合わせください。

　施工方法、金額等をご相談のうえ、直接業者へ依頼してください。

　浄化槽の使い方が悪かったり、専門業者による維持管理がなされていなかったりする場合は、浄化槽か
らの汚泥の流出や悪臭の発生などにより、身近な環境に悪影響を与えるおそれがあります。浄化槽管理者
には、浄化槽の機能を正常に保つため、保守点検・清掃・法定検査の３つの義務が定められています。

上下水道課（☎21-5157）
10月１日は浄化槽の日です
～環境を守り、生活を快適にする合併処理浄化槽を設置しましょう～

単独処理浄化槽とは？

合併処理浄化槽への転換に補助金があります

工事は、浄化槽設備士のいる県知事の登録（届出）業者に依頼してください

浄化槽は正しく管理しましょう

　単独処理浄化槽・汲取り便槽区域の側溝の様子
（ヘドロが堆積し、藻が生えている）

合併処理浄化槽区域の側溝の様子
（採取した水は無色透明で、側溝もキレイ）
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　平成27年中の救急出場件数は1,186件（昨年比73
件減）、搬送人員は1,125人（昨年比42人減）となり、
９年ぶりに1,200件を割り込みました。
　１日の平均出場件数は約3.2件で、市民の約26人
に１人が救急車を利用したことになります。事故種
別でみると急病が全体の約５割を占め、次いで転院
搬送（病院間の救急搬送）、一般負傷、交通事故と続
きます。

　搬送した人を傷病程度別でみると、死亡25人、重症215人、中等症547人、軽症338人と、約８割が医療
機関に入院を必要としない「軽症」または数日の検査入院などで済む「中等症」と判断されており、依然とし
て緊急でないのに救急車を呼ぶ人は多い傾向にあります。

　上記のような救急事案に対応中に、心臓が止まっている、息が
止まっている、突然倒れて意識がないなど生命が危険な状態にあ
る傷病者が発生した場合、救急出場が遅れたり、現場到着までに
時間がかかるなど、「救える命」が救えなくなることも考えられま
す。
　救急車は本来、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。本当に救急車を必要としている人
のために、救急車の適正利用について、もう一度考えてみましょう。

判断に迷ったときは？
　救急車を呼ぼうか迷った時や、診察可能な病院がわからない場合は、消防本部
またはかかりつけの医療機関へご相談ください。また、総務省消防庁のホームペー
ジに「救急車利用マニュアル」が公開されていますので参考にしてください。
【消防庁ホームページ】
http://www.fdma.go.jp/html/life/kyuukyuusya_manual/index.html

【いちき串木野市の救急概要】

【救急車の適正利用にご協力を！】

事故種別救急件数

急病 転院搬送 一般負傷 交通事故 その他

610 600

340 320

184
143

85 77 40 46

平成26年
1,259件

平成27年
1,186件

● 緊急性のない軽いケガや病気（擦りキズ、風邪、酒酔いなど）
● 本日、病院へ通院または検査入院予定
● 救急車で病院に行くと待たずに診察してもらえる　
● 救急車はタダで運んでくれるから　　　　　　　　　など

～こんな時はもう一度考えてください～

救急車利用マニュアル検索救急車利用マニュアル Click!!

救急だより
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～小中学生に救命講習を実施～
　日本臨床救急医学会と文部科学省の「学校での突
然死ゼロを目指した」提言を受けて、今年からすべ
ての小中学校を対象に、小学校高学年及び中学生に
対する救命講習（救命入門コース）を実施していま
す。
　子ども達が命を助ける行動を体験的に学ぶことを
通じて、命の大切さや協力して応急手当をする互助
の精神を養うことで「未来のバイスタンダー」を養成
し、現在そして未来の救命率の向上を目指すもので
す。

～消防署では救命講習会を毎月開催中～
　より多くの方に心肺蘇生などの救命手当を習得し
てもらうため、消防署では救命講習会を毎月開催し
ています。
　小学校高学年以上ならどなたでも受講できます。
　大切な人の命を守るためには、あなたの助けが必
要です。一人でも多くの方の受講をお待ちしていま
す。

　平成23年12月26日の運用開始以来、いちき串木野
市管内で発生した交通事故などの災害により、平成
28年７月末日までに70件の要請を行い、46名の傷病
者をドクターヘリで搬送しました。
　ドクターヘリは２機体制で運用しており、鹿児島
市を離陸し、約10分で本市のランデブーポイント（場
外離着陸場）へ到着します。着陸と同時に医師による
診察・治療が開始されるため、救命率の向上に効果

を上げています。ドクターヘリ要請時は、ランデブーポイントの警戒や救急隊の支援のため消防車が出動
します。
　救急車を呼んだのに消防車が来ることがありますので、市民の皆様のご理解ご協力をお願いします。

消防本部（☎32-0119）

【救命講習：つなげよう救命のリレー！】

【ドクターヘリ活躍！～救命率向上・救急医療体制の強化～】

講習会の種類 内　　容 講習時間 講習実施日時 備考

普通救命講習
心肺蘇生法
AED 使用法

出血・熱中症等の処置等
180分

奇数月の第３または
第４日曜日

9:00～12:00
修了証交付

救命入門コース 心肺蘇生法（人工呼吸除く）
AED 使用法 90分

偶数月の第３または
第４金曜日

18:30～20:00
参加証交付

金曜日は仕事
帰りに救命講
習などいかが
ですか！
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１．職員の任免及び職員数に関する状況
⑴職員の採用と退職等の状況

　ア　採用・退職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

年　　度 区　　分 職　　　　　種
一般行政職 消防職 保健師職 技能労務職 合計

平成28年度 採　　用 7 1 0 0 8
平成27年度 退　　職 16 1 0 1 18

増　　減 △9 0 0 △1 △10

　イ　再任用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

区分 再任用（常勤勤務） 再任用（短時間勤務）
更新 更新

一般行政職 0 0 6 0
消防職 0 0 0 0

保健師職 0 0 0 0
技能労務職 0 0 1 0

合計 0 0 7 0

⑵職員数の状況

区　　　　分 H27.4.1現在
職員数

H28.4.1現在
職員数 増　減 主な増減理由

一般行政部門

議 会 5 5 0  
総 務 63 62 △ 1 事務の統廃合・縮小
税 務 23 22 △ 1 短時間再任用への切替
民 生 33 31 △ 2 退職不補充
衛 生 23 22 △ 1 短時間再任用への切替
労 働 0 0 0 　
農 林 水 産 23 22 △ 1 短時間再任用への切替
商 工 9 9 0
土 木 25 24 △ 1 短時間再任用への切替

小　　　　計 204 197 △ 7  

特別行政部門
教 育 51 49 △ 2 退職不補充
消 防 48 48 0

小　　　　計 99 97 △ 2  

公営企業会計部門

水 道 9 9 0  
下 水 道 5 5 0
そ の 他 26 25 △ 1 後期広域連合からの引上げ

小　　　　計 40 39 △ 1  
総　　合　　計 343 333 △ 10  

（注）職員数には特別職、教育長及び短時間の再任用職員は含めません。

２．職員の人事評価の状況
　年度初めに職員が目標管理シートに業務に対する目標を定め、年度末に所属長と面談を行い、目標を達成できたか確認を行っています。
所属長は、職員の実績、能力、勤務態度等を評価し、職員の昇任、異動等に当たっての参考資料として活用しています。

３．職員の給与の状況
⑴人件費の状況（平成27年度一般会計決算）

住民基本台帳人口 
（平成28年3月31日現在） 歳出額（A） 実質収支 人件費（B） 人件費率

（B/A）
29,086人 17,383,464千円 455,362千円 2,842,259千円 16.4%

（注） 人件費には、特別職及び議員に支給される給料及び報酬、職員に支給される給料及び手当、地方公務員共済組合負担金、退職手当負担
金等が含まれています。

⑵職員給与費の状況（平成28年度一般会計予算）

職員数（A）
給　与　費 一人当たり

給与費（B/A）給料 職員手当 期末勤勉手当 計（B）
319 1,323,496千円 185,337千円 505,113千円 2,013,946千円 6,313千円

（注）１　職員手当には、児童手当及び退職手当負担金は含まれません。
　　２　給与費については、再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれており、職員数には当該職員を含んでいません。

総務課（☎33-5625）

いちき串木野市職員の人事行政の運営等の
状況について公表いたします
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⑶職員の平均給料月額・平均年齢の状況（平成28年４月１日現在）

区　分 一般行政職 技能・労務職
平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢

いちき串木野市職員 339,322円 45.0歳 331,152円 51.9歳
 
⑷職員の初任給の状況（平成28年４月１日現在）

区　　分 いちき串木野市職員 国
初任給 初任給

一般行政職 大学卒 166,100円 176,700円
高校卒 144,600円 144,600円

   
⑸経験年数別・学歴別平均給料月額（平成28年４月１日現在）

区　　分 10年～15年未満 15年～20年未満 20年～25年未満

一般行政職 大学卒 267,283円 304,528円 363,331円
高校卒 243,350円 282,850円 329,187円

  
⑹一般行政職の級別職員数の状況（平成28年４月１日現在）

区　分 標準的な職務 職員数（人） 構成比（％）
７級 課長 0 0.0 
６級 課長・参事 28 13.8 
５級 課長補佐・主幹 49 24.1 
４級 係長・主査 69 34.0 
３級 主任 34 16.8 
２級 主事 10 4.9 
１級 主事・主事補 13 6.4 

合　　計 203 100.0 

⑺職員手当の状況
【期末手当・勤勉手当　計（平成27年度支給割合）】

区　分 いちき串木野市 国の制度との異同期末手当 勤勉手当 計

６月期 1.225月分
（0.65月分）

0.750月分
（0.35月分）

1.975月分
（1.00月分）

同12月期 1.375月分
（0.80月分）

0.850月分
（0.40月分）

2.225月分
（1.20月分）

計 2.60月分
（1.45月分）

1.60月分
（0.75月分）

4.20月分
（2.20月分）

（参考）職制上の段階・職務の級等による加算措置 有 同
　（注）　（　）内は再任用職員に係る支給割合です。

【退職手当】

区　分 いちき串木野市 国の制度との異同
自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

勤続25年 29.145月分 34.5825月分
同 同勤続35年 41.325月分 49.59月分

最高限度 49.59月分 49.59月分

その他の加算措置 定年前早期退職特別措置
（平成27年度　2％～45％） 同

退職時特別昇給 なし 同
【特殊勤務手当（一般会計）平成27年度決算】

職員全体に占める手当支給職員の割合 26.4%
支給職員１人当たり平均支給月額 2,062円

手当の種類（手当数） 13
主な手当の名称 福祉手当、税務手当、特殊作業従事手当

【時間外勤務手当（一般会計）平成27年度決算】
支給総額 47,675千円

支給職員１人当たり平均支給月額 14,992円
【扶養手当・住居手当・通勤手当（平成28年４月１日現在）】
区　　　分 支給月額 国の制度との異同

扶 養 手 当

配偶者 13,000円

同配偶者以外 配偶者無１人のみ 11,000円
扶養親族 6,500円

扶養親族のうち16歳に達する年度の初めから22歳に達する年
度末までの子１人につき 5,000円

住 宅 手 当 借家（家賃月額12,000円を超える場合に限る。） 家賃の額に応じて
27,000円を限度に支給 同

通 勤 手 当 原則、通勤距離が片道２㎞以上 片道の距離に対応して支給
（3,500円～13,700円） 異
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⑻特別職の報酬等の状況（平成28年４月１日現在）

区　　　分 給料・報酬 期末手当本　則 支給額

給料
市長 月額808,000円 月額727,200円 ６月期 1.475月分

12月期 1.575月分
　計   3.05月分

副市長 月額638,000円 月額606,100円
教育長 月額590,000円 月額584,100円

報酬

議長 月額380,000円 月額380,000円
副議長 月額298,300円 月額298,300円

常任委員会・議会運営委員会の委員長 月額285,000円 月額285,000円
議員 月額275,500円 月額275,500円

（注）市長10％、副市長５％、教育長１％の減額を実施しています。

４．職員の休業の状況
自己啓発等休業 育児休業 大学院修学休業

男性職員 0 0 0
女性職員 0 4 0

計 0 4 0
（注）平成27年度中に新たに取得した者と平成26年度以前から引き続き取得している者の合計を男女別に計上しています。

５．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
⑴勤務時間
　　開始時間　8:30　　終了時間　17:15　　休憩時間　12:00～13:00　　1週間の正規の勤務時間　38時間45分

⑵職員（一般行政職員）の休暇の取得状況（平成27年）
付与日数 総取得日数 全体職員数 平均取得日数 消化率
8,581日 2,536日 227人 11日 30%

⑶主な特別休暇等
　1　骨髄移植のための休暇　 必要と認められる期間
　2　ボランティア休暇 ５日以内
　3　結婚 ５日以内
　4　保育休暇 1日2回、1回30分
　5　妻の出産 ５日以内
　6　子の看護のための休暇 ５日以内
　7　父母の祭日（法要） １日以内
　8　夏季休暇 ３日以内

６．職員の分限及び懲戒処分の状況
⑴分限処分
　勤務実績が良くない職員、心身に故障のある職員に対しては、公務能率の維持及びその適正な運営の確保のために、降任、免職、休職等
の処分を行うことができます。
　平成27年度  心身の故障により休職処分を受けた職員　４人
⑵懲戒処分
　職務上の義務に違反した職員等に対しては、その道義的責任を問い、公務における規律と秩序を維持するために、戒告、減給等の不利益
処分を行うことができます。
　平成27年度　懲戒処分を受けた職員　１人

７．職員の服務の状況
　職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければなりません。
また、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議
行為等の禁止、営利企業等の従事制限が課されています。
○営利企業等従事許可の状況
　職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利企業の役員を兼ね、もしくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業等にも従
事してはならないとされています。
　平成27年度には３件の申請がなされ、その３件を許可しています。

８．職員の退職管理の状況
　いちき串木野市職員の退職管理に関する規則等では、営利企業等に再就職した元職員に対し、離職前の職務に関して、現職の職員への働
きかけを禁止しています。
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いちき串木野市の行政改革
総務課（☎33-5626）

平成27年度のいちき串木野市の行政改革の成果を公表します。

２億9,786万円の効果 !!
効果目標額（3億1,623万円）に対し94.2％

★人件費の削減

★物件費の削減、繰出金抑制等

★歳入の確保

1億5,255万円

　1億674万円

3,857万円

・職員２人を削減（５年間で19人減）
・市長等特別職の給料減額継続

・消耗品など経常的物件費の削減
・特別会計繰出金の抑制
・公共工事のコスト縮減

・市税 ･･･ 夜間徴収、日曜窓口設置、差押物件公売等の実施
・広報紙、ごみカレンダー、広告入り封筒等の有料広告事業

※ その他、市民と行政の協働の推進を図るための地区担当職員制度や各種補助制度の継続実施、48施設の指定
管理者の更新等を行いました。

※　詳しくは、市ホームページの平成27年度実績報告をご覧ください。

【５年間の行革効果額】
平成23年度 １億6,545万円
平成24年度 ３億5,193万円
平成25年度 ３億1,204万円
平成26年度 ２億4,597万円
平成27年度 ２億9,786万円
５年間合計 13億7,325万円

平成28年度も行政改革に積極的に取り組みます !!

目標額
10億6,758万円

に対し
128.6％達成 !!

９．職員の研修の状況（平成27年度）
研修項目 参加人数 研修項目 参加人数

新規採用職員（前期・後期）研修 5人 市税徴収事務研修 1人
自治研修センター研修 29人 法制研修 14人
ストレスチェック研修 247人 社会福祉主事資格認定研修 1人

10．職員の福祉及び利益の保護の状況
平成27年度における福利厚生制度に関する状況

区　　分 受診者数
血液検査 149人
歯科検診 73人

便潜血検査 112人
レントゲン検査 146人

人間ドック 183人

11．公平委員会に係る業務の状況
内　　容 件数

勤務条件に関する措置の要求 ０件
不利益処分に関する不服申立て ０件
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　７月27日にいちきアクアホールで開催しました。株式会社
Ｇ・Ｓ代表取締役の山口武文さんが「生きる」という演題で、
同和問題を始めとする様々な人権問題について、分かりやす
く話してくださいました。
　当日は市内全小・中学校から119人が参加しました。

市人権教育講演会

　８月３日に市来地域公民館で市学力向上教員研修会を開催
しました。昨年に引き続き、鹿児島大学准教授伊藤奈賀子さ
んを講師に「アクティブ・ラーニングを評価する」という題で
講話をしていただきました。アクティブ・ラーニングとは、
児童生徒が自ら問題意識をもって主体的に学びを進めていく
ことで、これからの授業に求められる姿です。当日は市内全
小・中学校から、60人が参加しました。各学校での伝達講習
をとおして学力向上につなげていく研修となりました。

市学力向上教員研修会

　８月２日にいちきアクアホールで開催しました。市内小・中
学校の代表17人が一堂に会し、「いじめのない明るい学校・地
域を築いていくために大切にしたいこと」をテーマに熱心な話
合いを行いました。「ひと言付け加えることで気持ちが伝わる」
「思いやりの心が大切」「積極性が必要」など、たくさんの意見
が出され、「ひと言で感じる相手の思いやり」というスローガン
が決まりました。今後はこのスローガンの下、市内全学校で
いじめのない明るい学校・地域づくりに取り組んでいきます。

市子どもサミット

　８月３日に市デジタル教科書研修会を開催し、市内小・中学校の
教員13人が参加しました。本年度は市内全中学校に英語デジタル教
科書を導入しており、出版元である開隆堂出版株式会社に講師をお
願いして、授業での効果的な活用法について研修しました。
　研修会場となった串木野中学校のパソコン室で、羽島中学校の白
川教諭が、模擬授業形式で普段の実践を含めた活用法を紹介したり、出版社の講師がデジタル教
科書の特徴や新しい機能等を紹介したりしました。
　今後とも、児童生徒の学力向上に向けた教育環境の整備に努めてまいります。

市デジタル教科書研修会

デジタル教科書とは…

教科書の内容をパソコンやテ
レビに映し出し、音声や映像
で学べるようにしたもの
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　８月17日と18日、市来地域公民館で「市中学生英会話セミ
ナー」を開催しました。市内小・中学校から２日間で延べ28
人が参加し、市ＡＬＴのジョアンナ先生や講師の先生と、レ
クリエーションやゲームをとおして、楽しく英会話に親しみ
ました。
　２日目の最後には、全員で短い英語の創作劇を発表しまし
た。
　アンケートには「たくさんの先生と会話ができ、自分の知ら
なかった言い回しを知ることができて、とてもよかったです」「来年もこの英会話セミナーに参加し
たいです」「この経験をもとに英語の勉強を頑張ろうと思います」などの感想が寄せられました。

市中学生英会話セミナー

　８月16日に市来地域公民館で開催しました。25人の児童生徒
が訪れ、植物・貝・岩石それぞれの専門の先生から名前や特
徴などを教わりました。
　子どもたちは、先生の説明を熱心に聞いたりメモを取った
りしていました。
　自然への興味・関心を深める機会を、今後も設けてまいり
ます。

採集植物等標本名付け会

　７月26日串木野小学校プールで第11回市小学校水泳記録会が開催されました。
　各種目の１位は次のとおりです。（敬称略）
○　自由形	 ５年男子　		50ｍ	 岩元　隼人（市　来）	 　　３８秒５
	 ５年女子　		50ｍ	 今村　日香（串木野）	 　　４５秒６
	 ６年男子　		50ｍ	 森永　啓雅（串木野）	 　　３７秒７
	 ６年女子　		50ｍ	 安藤みずき（羽　島）	 　　４１秒３
	 ６年男子　100ｍ	 中島　優斗（串木野）	 １分２９秒３
	 ６年女子　100ｍ	 中村ちひろ（照　島）	 １分３３秒７　大会新
○　平泳ぎ	 ５年男子　		50ｍ	 坂口　陸暉（羽　島）	 　　５５秒７
	 ５年女子　		50ｍ	 今村　日香（串木野）	 １分０１秒０
	 ６年男子　		50ｍ	 平　　悠杜（串木野）	 　　５３秒３
	 ６年女子　		50ｍ	 安藤みずき（羽　島）	 　　５９秒８
	 ６年男子　100ｍ	 森永　啓雅（串木野）	 １分５６秒２
	 ６年女子　100ｍ	 栗元　爽羽（荒　川）	 １分５７秒６
○　背泳ぎ	 ５年男子　		50ｍ	 岩元　隼人（市　来）	 　　４６秒４
	 ５年女子　		50ｍ	 豊永　愛叶（生　福）	 １分０３秒２
	 ６年男子　		50ｍ	 中島　優斗（串木野）	 　　４４秒９
	 ６年女子　		50ｍ	 中村ちひろ（照　島）	 　　４９秒２
○　200ｍリレー	 　　男子	 	 串木野Ａ　	 	 ２分４５秒７
	 　　女子	 	 串木野Ａ　	 	 ３分１２秒８
※	広報誌８月号にて６年女子100ｍ中村ちひろさん（照島小学校）の記録を１分３３秒８（大会タイ）とお伝え
しましたが、正しくは１分３３秒７（大会新）でした。お詫びして訂正いたします。

第11回市小学校水泳記録会
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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）

 乳がん

 子宮がん

　2015年の統計では、日本人女性の12人に１人が罹患し、日本人女性が最もかかりやすいがんとなっ
ています。30歳代の比較的若い世代から罹患率は急激に増加し始め、40歳代後半から60歳代までが
ピークになります。
　乳がんは、早期に発見し治療すればとても治癒率が高いがんです。
　乳がん検診と定期的な自己検診で早期発見、早期治療を実現しましょう。

　乳がんは自分で調べることのできる数少ないがんのひとつです。
　定期的な検診に加えて、月一回は自分で見たり・触ったりして自己検診をしましょう。

＜こんな症状に気づいたら、専門医を受診しましょう＞
　●しこり（乳房・ワキの下）	 	 ●乳頭の湿疹・びらん（ただれ）
　●乳頭からの分泌	 	 	 ●乳房皮膚のくぼみ・ひきつれ
　●月経周期以外の痛み	 	 ●乳房皮膚の色の変化

　子宮がんには、「子宮頸がん」と「子宮体がん」の２種類があります。
　子宮頸がんは20歳代の若年層では近年急激に増えています。

あなたとあなたの
大切な人のために、

検診を受けましょう！！

知りましょう、
乳がん・子宮がんのこと！

子宮頸がん

子宮の入口である頸部の上皮

（表面の細胞）から発生しま

す。

30歳代から40歳代が

多く診断されていま

す。20歳代・30歳代

で増えています。

子 宮 が ん 検 診 で 早 期 発 見 で き ま

す。検診では、子宮頸部の表面か

ら綿棒やブラシなどでこすりとっ

た細胞を顕微鏡で調べる細胞診を

行います。

子宮体がん

子宮の奥にあたる体部のうち

の、内膜から発生します。

内膜は生理の時に、はがれて

しまうので、閉経前の女性に

は子宮体がんの発生は多くあ

りません。

5 0 歳 代 ・ 6 0 歳 代 で

多く診断されていま

す。

以前は少なかったの

ですが、全年齢層で

年々増えています。

症状があったら病院に受診するこ

とが大切です。早期の段階で出血

をきたすことが多く、不正性器出

血での発見が約90％と言われてい

ます。少量でも出血があればすぐ

に医療機関を受診しましょう。
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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。
　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。

　浜ヶ城保育園は、坂を登り切った高台にあります。市街を一望でき、天気が良い日
には東シナ海と甑島が見渡せる眺めの良いところです。この恵まれた環境の中、菜園

で季節の野菜を栽培し、敷地に育つ様々な果樹が四季の果実を実らせます。新鮮な野菜は、給食や子
どもたちのクッキングでいただきます。子ども達は自分たちで育て収穫した野菜を喜んで食べていま
す。野菜嫌いの子も少なくなっていくようです。四季折々自然の移り変わりを五感で感じ、“体験した
ことを経験にする”そんな活動を重視しています。

（浜ヶ城12011-1　☎32-4712）

（西塩田町73-1　☎32-7910）

浜ヶ城保育園

太陽保育園

内容については、直接各園にお問い合わせください。

　当園の一番の特色は合同保育です。通常、３・４・５歳児はそれぞれのクラスで保
育しますが、当園では３・４・５歳児を同じクラスで保育しています。それにより自

然と助け合う心が芽生え、年齢を問わず仲良く、幅広く友達を作ることができます。
　また、『輝け太陽っ子』をスローガンに掲げている当園では、様々な体験を通して生きる力を培うた
めに、外部指導員を招き月２回程度、茶道教室や体操教室、英語教室を行っています。その他にも図
書室を併設し、落ち着いて文字に触れる環境を整えています。
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薩摩藩英国留学生記念館（☎35-1865）

留学生の人選も終わり、いよい
よ英国留学の藩命が下ります。
しかし、辞令書には意外な行き
先が記されていました。

留学生派遣決定

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

第7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。　  　　　 

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〜」

●英国留学の藩命下る－薩摩藩の偽装工作－
　総勢20名の藩士が薩摩藩英国留学生（留学生16名、視察員４名）として選抜され、元治２年１月18日（1865年
２月13日）、彼らに藩命が下ります。

　辞令書には「甑島、大島方面に所用があるので、明後日20日に出発せよ」と書かれています。当時の日本は鎖
国中のため海外渡航は禁じられていたので、幕府の目をカムフラージュするために偽りの藩命が下りました。
　さらに藩主から一人一人に変名が与えられます。彼らは鹿児島城下を出発してから英国滞在中、そして帰国
するまで互いに変名で呼び合い、藩との書簡のやり取りにおいても変名を用いました。また藩内では、万が一、
幕府に見つかった場合に備えて「藩士らの実名は不明であり、甑島大島方面へ出張の予定が、船が思わぬ方向
に漂流してイギリスに来てしまった」という言い訳も準備されていました。
●英国留学辞退
　藩命が下った翌日、攘夷思想であった畠山丈之助、島津織之介、高橋要の３人が英国留学の辞退を申し出ま
す。国父島津久光が自ら説得にあたりますが、畠山のみ了承し、他２名は最後まで固辞し続けます。その結果、
島津、高橋の代わりに、両人と同格の名越平馬、村橋直衛が急遽新たに選ばれました。
　一夜明けた元治２年１月20日（1865年２月15日）、いよいよ出発の日を迎え、松木弘安、五代才助、堀壮十郎
を除く17名は、朝早く新納刑部宅に集合します。

（次回、10月20日号 は「羽島へ」です。

市来勘十郎（変名：松村淳蔵）と磯永彦助（変名：長沢鼎）は、藩主から与えられた名前を大切にして、生涯変名を名
乗り続けました。こぼれ話

氏名 変名 年齢 氏名 変名 年齢 氏名 変名 年齢

視
察
員

新　納　刑　部 石　垣　鋭之助 32

留
学
生

村　橋　直　衛 橋　　　直　衛 22

留
学
生

吉　田　已　ニ 永　井　五百助 20
松　木　弘　安 出　水　泉　蔵 32 田　中　静　洲 朝　倉　省　吾 21 磯　永　彦　助 長　沢　　　鼎 13
五　代　才　助 関　　　研　蔵 29 鮫　島　誠　蔵 野　田　仲　平 20 町　田　猛　彦 山　本　幾　馬 20
堀　　　壮十郎 高　木　政　ニ 19 市　来　勘十郎 松　村　淳　蔵 23 町　田　申四郎 塩　田　権之丞 17

留
学
生

町　田　民　部 上　野　良太郎 27 森　　　金之丞 沢　井　鉄　馬 17 町　田　清　蔵 清　水　兼次郎 14
畠　山　丈之助 杉　浦　弘　蔵 22 高　見　弥　一 松　元　誠　一 21 中　村　宗　見 吉野　清左衛門 22
名　越　平　馬 三　笠　政之介 17 東　郷　愛之進 岩　屋　虎之助 23

　
　
　
田
中
　
静
洲

右
　
甑
嶋
　
其
外
大
嶋

諸
所
江

御
手
許
　
御
用
之
儀

有
之
明
後
廿
日
渡
海
被

仰
付
候
条
可
申
渡
候

正
月
十
八
日
　
右
衛
門
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（薩摩藩英国留学生一覧）



褒められて伸びる子のコラム
Vol.5

【あっという間の1か月】
　食のまちづくり支援員の高嶋です。
　いちき串木野市に赴任して、早くも１か月が経
ちました。まさに、「あっ」という間の１か月でした。
この一か月は、いちき串木野市を「知る」ことを
テーマに活動に取り組んでまいりました。
　まぐろ、つけあげ、焼酎（は、まだまだ勉強中・・・）
など、特産品を食べたり飲んだり・・・特に魚好
きの僕としては、美味しいお魚を気軽に食べるこ
とができる環境に日々、喜びを噛みしめており
ます！！また、「人生初」の鶏刺しもいただきまし
た！！
　美味しかったぁ～～♪これまで、鶏肉を生で食
べようと思ったことは一度も無かったので、スー
パーでも普通に鶏刺しが販売されていることに驚
きました！！これからも、たくさん食べて飲んで、
いちき串木野の食を広く PR していきたいと思い
ます。

　皆さま、改めまして。いちき串木野市地域おこ
し協力隊観光支援員の板垣でございます。当市に
来て早や１か月半を迎えました。出身は山形県で
すが、今のところ言葉には不自由せずに過ごして
おります。
　まずは、いちき串木野市を知らなくてはとい
うことで、席を置く総合観光案内所の職員と市
内の観光地・施設・文化・歴史を学んでおりま
す。観るもの伺うこと全てが新鮮ですが、特に印
象的だったのは「子ども達との冠岳ガイド同行」

「白左ェ門ヶ丘公園からのいちき串木野市の眺望」

「切り絵師青木文明さんとの出会い」そして、「祇園
祭ゑびす会で御神輿
を担いだこと」です。
今 後 は「KKB ふ る さ
と CM 大 賞」の CM
制作、地かえて祭り
で小職のブースなど
も行い、一日も早く
皆様に顔と名前を覚
えて頂きたいと思い
ます。今後とも宜し
くお願いします。

　こんにちは！日々赤いメガネの小林です！！
　いちき串木野市旭町76にある「まちなかサロ
ン」が F

フ リ ー

REE W
ワ イ フ ァ イ

i-Fi S
ス ポ ッ ト

pot になりました！！僕が待
ち望んでいたワイファイ。４月に引っ越した当時、
Wi-Fi を求めてパソコンを抱えながら町中を徘徊
した日々が懐かしいです（笑）皆さんどうぞご活用
ください！！！
　Wi-Fi の開通と同時に「磯物語」と題した写真展
を羽島在住の鮫島百桃子さんと一緒に開催しまし
た。写真あり、マーメイド体験あり、日替りショッ
プあり、ワークショップありと、21日間もやっ
ちゃいました！今後も「まちなかサロン」でのイベ
ントにぜひご注目くださいね！！
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並ぶ鶏刺し。兵庫のスーパーでは見たことない。

ゑびす会の御神輿の前で



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

県警では「うそ電話詐欺にだまされるな」
の呼びかけを続けています

　鹿児島県警察は、12月28日まで、「うそ電話詐
欺被害防止コールセンター」を開設しています。
期間中、コールセンターのオペレーターが、犯
罪組織から押収した名簿に名前が載っている方
や高齢者の皆様にうそ電話詐欺に注意を促す電
話をかけています。
　電話ではうそ電話詐欺の手口や対応の仕方を
お伝えしています。

　うそ電話詐欺
　コールセンター

　☎0120-630110
　平日9:00～17:00

コールセンターをかたる詐欺に注意

　他県では、コールセンターをかたる詐欺が発生
しています。コールセンターが次のような電話を
することは絶対にありません。
●銀行名、口座番号、暗証番号、残高を尋ねる。
● 預金を引き出したり、別の口座に移すように指

示する。
● 現金やキャッシュカード、通帳等を預けるよう

に指示する。
●マイナンバー等の個人情報を尋ねる。
● ゆうパックや宅配便などで現金を送るよう指示

する。
　このような不審な電話が来たら、すぐに警察な
ど次のところに連絡してください。
●いちき串木野警察署　☎33-0110
●県警生活安全企画課特殊詐欺抑止対策係
　☎099-206-0110（内線3052・3053）
●うそ電話詐欺専用ダイヤル　☎099-285-0971

　二学期が始まりました。
　夏休み中の開放感や遊び癖などの不規則な生
活リズムから抜け切れず、体調不調を頻繁に訴
えたり、不登校や家出が多くなりがちな時期で
す。
　また、スマートフォンなどインターネットを
悪用したトラブルに巻き込まれ、犯罪の被害に
遭うケースも増加しています。
　心身の変化、非行の防止、犯罪の被害防止に
は、家庭内で、日頃から子どもとの会話を大事
にし、学校に行くのを嫌がるなど、本人の態度
や行動に現れる小さなサインを見逃さないこと
です。気になることがあったら、一方的に責め
たりせず、「どうしたの？」と聞いてみましょう。
　地域でも、日頃から、子ども達に関心を向け、
挨拶し、声をかけるなど、地域で見守ることが
大切です。
　子どもの健やかな成長は家族や地域全体の願
いです。社会のルールを守り、社会の一員とし

て役割を果たせる大人になるよう、家庭・学校・
地域が一体となって守り育てましょう。

　少年の悩み事やいじめ、非行に関することは、
ヤングテレホン（０９９－２５２－７８６７）で
相談を受け付けています。

うそ電話詐欺防犯情報　あの手この手の新たな手口のうそ電話詐欺にご用心!!

夏休み明けに要注意、子どもたちに変化が！
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　毎年10月１日から12月31日まで、赤い羽根共同
募金運動が行われます。
　この運動は、一人ひとりの善意にもとづく社会
福祉の増進のための募金運動です。
　寄せられた募金の約７割は、本市のさまざまな
地域福祉活動やボランティア活動に役立てられて
います。
　共同募金の趣旨である地域福祉の発展のため、皆
様のあたたかいご協力をお願いいたします。

　昭和41年に結婚したご夫婦は、今年金婚（結婚50
年）の年を迎えます。
　社会福祉協議会では、金婚のご夫婦を11月22日

（火）の「元気いきいきフェスタ」でお祝いすること
にしており、民生委員を通じ、該当者の調査を行っ
ています。
　該当する方は、地域の民生委員へ10月５日（水）
までにお知らせください。
　なお、昭和41年以前に結婚し、ご夫婦とも健在で、
まだ社会福祉協議会からお祝いを受けていない方
は、お知らせください。

　総務省統計局（鹿児島県）では、現在社会生活基本
調査を実施しています。調査の目的は、国民の生活
時間の使い方やさまざまな活動状況を調べ、社会
や暮らしのための基礎資料を得るためのものです。
　対象世帯は約200世帯です。調査員が10月中旬
にかけて訪問しますので、調査の趣旨をご理解い
ただき、ご回答をお願いします。
　なお、インターネットでの回答もできます。
●問  合  せ　県庁統計課人口労働統計係
　　　　　　☎099-286-2482

　特定健診は、国民健康保険の加入者で、40歳～74
歳の方が対象です。長寿健診は、75歳以上の方が対
象となります。
　健診期限は、10月31日（月）です。急いで受診し
てください。健診費用は無料です。
　受診の際は医療機関に予約し、受診券等を持参
ください。（医療機関により診療日が異なります。）
　受診券がない方は、再交付が必要となりますの
で、お問い合わせください。

※ 初めて長寿健診を受診する方は、健康増進課へ
ご連絡ください。

●問  合  せ　健康増進課保険給付係（串木野庁舎）
　　　　　　市民課健康福祉係（市来庁舎）

おしらせ版おしらせ版

金婚夫婦の該当者調査
社会福祉協議会（☎32-3183）

社会生活基本調査にご協力ください
政策課（☎33-5672）

特定健診・長寿健診の期限（10/31）が迫っています
健康増進課（☎33-5613）

医　療　機　関　名 電話番号

いちき串木野市医師会立脳神経外科センター 32-9999

市来内科 36-5000

えんでん内科クリニック 32-7000

金子病院 33-0011

京町内科・脳神経クリニック 32-2855

串木野内科・循環器科 33-2211

久米クリニック 32-7663

さゆりクリニック 32-0080

知花内科 32-8151

新山内科医院 36-2255

野辺ひふ科クリニック 33-0250

花牟礼病院 32-3281

春田クリニック 33-2882

春田内科整形外科 32-2200

冨宿医院 32-3024

ふくもと整形外科・内科クリニック 32-4145

藤井クリニック 32-8000

牧野医院 35-0017

まきのせ泌尿器科 33-0122

丸田病院 32-2263

宮之原循環器内科 32-3241

和田外科医院 32-4185

赤い羽根共同募金運動にご協力を
10月１日～12月31日

いちき串木野市共同募金委員会（☎32-3183）
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　65歳以上の高齢者は、インフルエンザ予防接種
を協力医療機関で受けると、その費用の一部が助
成されます。
　対象となる方には、個別に通知が届きます。詳
しくはそちらをご覧ください。
　インフルエンザの流行前に、早めの接種をお勧
めします。

●実施期間　10月１日（土）～12月31日（土）
●対  象  者
　・接種当日に65歳以上
　・ 60歳～64歳で、心・腎疾患等の障害を有する

ものとして厚生労働省令に定める方
●接  種  料　1,200円
　※ 生活保護世帯の方は減免があります。通知を

見て手続きをしてください。
　※実施期間を過ぎると全額自己負担となります。
●そ  の  他
　 　接種を希望される方は、予診票と健康保険証

などの身分証明書を持参してください。体調の
良い日に接種されることをお勧めします。

　自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するた
め、法律に基づき、原動機付自転車を含む全ての
自動車に加入することが義務付けられている保険
です。
●自賠責に加入しないで運転すると…

※早めの手続きを！！
　 　自賠責は、損害保険会社・共済協同組合をは

じめ、車やバイクの販売店や郵便局でも簡単な
手続きで加入できます。

　 　また、250㏄以下のバイク（原動機付自転車を含
む）は、一部のコンビニやインターネットでも、
簡単な手続きで加入できます。

　 　すでに加入している方も、保険の有効期限切
れにご注意ください。有効期限はステッカーで
確認できます。

　交通事故等、第三者の行為によってけがをし、国
民健康保険で医療機関にかかる場合、治療費は加
害者が負担するのが原則です。
　必ず、「第三者行為による傷病届」を市役所の担当
窓口に提出してください。
●届出に必要なもの
　・国民健康保険被保険者証（保険証）
　・印鑑
　・第三者行為による傷病届
　　 　届書は、健康増進課（串木野庁舎）または市

来庁舎市民課窓口にあります。
　・交通事故証明書
　　 　鹿児島県交通安全教育センター内の自動車

安全運転センター発行

　平成23年から５年間の船舶の海難隻数の約６割
は漁船です。そのため串木野海上保安部では、漁
業者の安全意識の向上のため、10月に漁船海難防止
強調運動を展開します。
　漁業者は次のことを守り、海難事故を未然に防
ぎましょう。
●常時適切な見張りの徹底
●船体機器の整備・点検の実施
● ライフジャケットの常時着用等自己救命策の確

保

串木野健康増進センター（☎33－3450）
　８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。

 上
うええびす

夷　琉
る い

生くん   ・  留
とめもり

盛　瑛
え い と

斗くん

 郷
ごうさこ

迫夢
ゆ ず の

絆乃ちゃん   ・  濵
はまさき

﨑　篤
あ つ と

人くん

 軸
じくまる

丸かのんちゃん   ・  外
ほかぞの

薗　夏
な つ き

葵ちゃん

 新
し ん や し き

屋敷　敏
としまさ

修くん

　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）

入っていますか？自賠責
税務課（☎33-5616）

高齢者のインフルエンザ予防接種について
串木野健康増進センター（☎33-3450）

10月は「漁船海難防止強調運動」の期間です
まちづくり防災課（☎33-5631）

～国民健康保険からお知らせ～
交通事故等にあったら届出を

健康増進課（☎33-5613）

１年以下の懲役
または

50万円以下の罰金
（自賠法第86条の3）

違反点数６点
▼

免許停止処分等
（道路交通法第103条、

第108条の33）

＋

※ 長期入院・入所の方で事前申し出があった方
には直接、関係機関へ配付しています

※ 法律上、インフルエンザの予防接種を受ける
義務はありません。自らの意思で、接種を希
望する方のみ接種を受けてください。
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●家　　賃　 入居世帯の所得に応じて決まります
●入居基準（主なもの。詳細は問合せ）
　・持ち家がなく、住宅に困っていること
　・世帯の月額所得が158,000円以下であること
　・同居する家族がいること
　・市税・水道料金などの滞納がないこと
　・原則として、公営住宅に入居していないこと
　・入居者及び同居者が暴力団員ではないこと
　※ 駐車場はウッドタウン・荒川住宅は２台、文

京町団地は1台まで。
　※ 荒川住宅は応募多数の場合、小学生以下の子

がいる世帯が優先されます。
●入居時必要なもの
　・敷金（家賃の３か月分）
　・駐車場保証金（2,490円／1台）
　・連帯保証人（２人）
●申込期限　10月３日（月）必着
　※ 公募住宅は既設住宅で、年数も経過している

ため壁等に傷みや汚れがあります。ご承知く
ださい。

●抽  選  日
　10月11日（火）　10:00　串木野庁舎２階会議室
●入居予定日　10月26日（水）
●申込・問合せ
　・都市計画課　住宅管理係
　・土木課　土木総合窓口係（串木野庁舎）

　職場の悩みについて、弁護士、労働組合役員、会
社経営者など鹿児島県労働委員会委員が相談に応
じます。労働者、事業主のどちらからでも、お気
軽にご相談ください。
　秘密は厳守します。相談は無料です。
●相談事例　 解雇、雇い止め、配置転換、賃下げ、

パワハラ、セクハラなど
●出張合同相談会
　10月20日（木）　10:30～15:30（受付15:00まで）
　川内文化ホール（薩摩川内市）
●日曜相談会
　10月23日（日）　10:00～16:00（受付15:30まで）
　鹿児島市勤労者交流センター
　（鹿児島中央駅前キャンセビル７階）
●定期相談会
　毎月第４火曜日　14:30～17:00（受付16:30まで）
　鹿児島県労働委員会（県庁15階）
●申  込  み　不要（事前予約もできます）
●問  合  せ
　鹿児島県労働委員会事務局（県庁15階）
　☎099-286-3943

　平成28年度砂利採取業務主任者試験が実施され
ます。
●提出書類等の受付
　９月30日（金）～10月31日（月）※消印有効
●試験日時
　11月11日（金）　10:00～12:00
●試験場所
　かごしま県民交流センター
　（鹿児島市山下町14番50号）
●試験科目
　（1）砂利の採取に関する法令
　（2） 砂利の採取に関する技術的な事項（基礎的な

土木及び河川工学に関する事項を含む）
●受験資格　制限なし
●試験手数料　8,000円
●受験願書・問合せ
　県商工労働水産部商工政策課
　☎099-286-2111（内線2934）
　 　なお、願書を郵便で請求するときは、宛先 ･ 郵

便番号を明記し、82円分の切手を貼った返信用封
筒を同封してください。

～職場のトラブルで悩んでいませんか？～
「労働に関する無料相談会」の開催

水産商工課（☎33-5638）

砂利採取業務主任者試験の案内
水産商工課（☎33-5638）

市営住宅入居者募集
都市計画課（☎21-5154）

住　宅　名 建設年度
募集戸数 構造・設備 単身入居

文京町団地
（串木野高校近く）

平成５年度
１戸

耐火4階建（4階）・
3DK・水洗トイレ 不可

平成６年度
１戸

耐火4階建（2階）・
4DK・水洗トイレ 不可

ウッドタウン
（脳神経外科近く）

平成10年度
１戸

木造平家建・
3LDK・水洗トイレ 不可

平成16年度
１戸

木造2階建・
3LDK・水洗トイレ 不可

荒川住宅
（荒川小学校近く）

平成16年度
１戸

木造平家建・
3LDK・水洗トイレ 不可
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　清掃業務の基礎的な知識と技能を習得し、ビル
及びオフィス等建物内清掃業務への就職を目指し
てみませんか。
●対  象  者　 ハローワークに求職登録している55

歳以上の方
●講習期間　10月17日（月）～10月27日（木）
　　　　　　全８回
●場　　所　いちきアクアホール
●定　　員　 20名（申込みが少ないと開講しない場

合があります）
●受  講  料　無料（テキスト代も無料）
●申込締切　10月３日（月）
●問  合  せ　事業受託者（委託者は県労働局）
　　　　　　㈱東京リーガルマインド　
　　　　　　シニアワークプログラム係
　　　　　　☎099-214-2140

　９月から10月は、稲刈りやさつまいもの収穫・
準備など農作業が忙しくなります。農作業事故を
起こさないよう安全対策に努めましょう。

＜重点啓発事項＞
農業もやっぱり「安全＋第一」を心がけよう！

＜啓発事項＞
● あなたの「普通」は危険かも！？作業環境を確認

しよう。
●未来の農業経営のために労災保険に加入しよう。
● 近くても、携帯電話を持ち歩き、はずみで飛び

出ない工夫をしよう。
●作業にあった服装と保護具を着用しよう。
　 特に頭部へのダメージは致命的。マイヘルメッ

トを着用しよう。
● 機械を清掃や点検整備する前に、必ずエンジン

を止めよう。
● トラクタに乗る時は、安全フレームを装着し、

シートベルトを着用しよう。
　 ブレーキの連結は、耕耘後、昇降路の手前でロッ

クしよう。
● 耕うん機でバックする前に、必ず後ろを確認し

よう。

＜秋の農作業事故ゼロ運動スローガン＞
　「ノーミス　ノー事故　農作業」
　～ 家族や仲間で声掛け合って、
　　　　　農作業事故をなくしましょう。～

　まぐろの魚食普及、天然船凍まぐろの知識向上、
食育、「まぐろのまち」いちき串木野の PR を目的に、
鹿児島まぐろ船主協会主催の「まぐろの日」キャン
ペーンが開催されます。
　皆様の多数のご来場をお待ちしております。
●日　　時　10月10日（月・祝）　11:00～17:30
●場　　所　・A コープ串木野店駐車場
　　　　　　・おいどん市場与次郎館
●内　　容　冷凍まぐろ販売等・パネル展示
●問  合  せ　鹿児島まぐろ船主協会　☎32-2181

「まぐろの日（10月10日）」キャンペーン
水産商工課（☎33-5637）

秋の農作業事故ゼロ運動
農政課（☎33-5635）

オフィスクリーニング講習のご案内
水産商工課（☎33-5638）

赤ちゃんハイハイレース参加者募集
　赤ちゃんハイハイレースに参加する赤ちゃ
んを募集します。未来の宝の赤ちゃん達の応
募をお待ちしています。
●内　　容　 まだ歩くことのできない赤ちゃ

んが約５ｍの距離をハイハイで
競います。

●募  集  数
　・10月29日（土）　11:00～12:00…30名
　・10月30日（日）　11:30～12:30…30名
　 出場を希望する方は10月14日（金）までにお

申し込みください。
●会　　場　 地 か え て 祭 り 会 場 内 メ イ ン ス

テージ
　　　　　　（串木野新港隣接会場）
●申込・問合せ　いちき串木野商工会議所
　　　　　　☎32-2049
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！！

10月10日は「まぐろの日」です。
　まぐろをもっと食べてほしい、まぐろへの
理解をもっと深めてほしいという願いを込め
て、1986年（昭和61年）に制定されました。
　詳しくは、日本かつお・まぐろ漁業協同組
合 ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.japantuna.net/）
をご覧ください。

水産商工課（☎33-5638）

いちき串木野づくし産業まつり 10/29（土）・30（日）

ニュース vol.6

おかげさまで
15 回目を迎えます
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　市内小・中学校の生徒の皆さんからお寄せいた
だいた読書感想文・感想画を期間中展示します。
●図書館串木野本館ロビー
　10月７日（金）～10月13日（木）
●いちきアクアホール
　10月15日（土）～10月21日（金）
　※13日、21日は15:00までの展示となります。

●日　　時　10月13日（木）～11月10日（木）
　　　　　　（全８回　毎週火・木曜日開催予定）
　　　　　　20:00～21:30（11/3は休み）
　　　　　　※開講式　10月13日（木）20:00～
●場　　所　総合体育館ほか
●対  象  者　 市内に居住、勤務もしくは在学する

15歳以上の方（中高生は保護者の承認
と送迎が必要）

●定　　員　 20名（定員になり次第締切。人数が少
数の場合は開催を見送る場合があり
ます。）

●参  加  料　800円（申込時に納付）
●申込方法　 ９月21日（水）9:00から受付開始。所

定の申込用紙に参加料を添えて申し
込んでください。

●申込期限　10月５日（水）まで
●申込・問合せ　市民スポーツ課　☎21-5129
　　　　　　総務課情報政策係（伊藤）　☎33-5633

　青年海外協力隊・シニア海外ボランティアは、独
立行政法人国際協力機構（JICA）が実施する事業で、
開発途上国等の人々と共に働きながら、国づくり
に貢献する海外でのボランティア活動です。
　募集期間は９月30日から11月４日までで、次の
日程で説明会が開催されます。
●青年海外協力隊及び日系社会青年ボランティア
　・応募資格　満20歳～満39歳　日本国籍の方
　・日　　時　９月24日（土）　17:30～
　　　　　　　（場　所 : 鹿児島市勤労者センター）
　　　　　　　10月５日（水）　19:00～
　　　　　　　（場　所:かごしま県民交流センター）
● シニア海外ボランティア及び日系社会シニアボ

ランティア
　・応募資格　満40歳～満69歳　日本国籍の方
　・日　　時　９月24日（土）　14:30～
　　　　　　　10月５日（水）　19:00～
　　　　　　　（場所は上記と同じ）
●問  合  せ　JICA デスク鹿児島　☎099-221-6624
　　　　　　（（公財）鹿児島県国際交流協会内）

　笑って元気！笑いヨガと歌を楽しみ、心と体の
健康つくりにつなげます。
●日　　時　10/28、11/25、1/27、2/24、3/24
　　　　　　（第４金曜日　全５回の講座です）
　　　　　　10:00～11:30
●場　　所　中央公民館 ２階 和室
●定　　員　25名
●受  講  料　無料
●申  込  み
　 　社会教育課、中央公民館、いちきアクアホー

ルにある申込書に記入し、備え付けのポストに
投函、または電話・FAX で氏名・住所・電話番号・
年齢などをお知らせください。（FAX36-5044）

●締　　切　10月４日（火）
　※ 定員を超えた場合は初心者優先とし、それ以

外は抽選となります。
　※ 申込者が少ないときは開講しない場合があり

ます。
　※申込結果は全員に通知します。

　パソコンを少しでも習ってみたい方、自宅やサー
クル活動、自治会活動などで配る、イラストの入っ
た文書や表・グラフの作成の仕方、ハガキの印刷
の仕方などを学んでみませんか。
●対  象  者　初心者・中高年者
●日　　時　11月２日（水）～11月30日（水）
　　　　　　毎週月・水・金　9:00～16:00
　　　　　　（祝日除く12日間72時間）
●場　　所　川内技術開発センター
●内　　容　 パソコン操作の基礎・文書作成・表

作成
　　　　　　 グラフィック機能・初めてのインター

ネット
●定　　員　 先着18名（申込みが少ないと開講しな

い場合があります）
●受  講  料　25,000円（テキスト代込）
●申込方法　 電話または FAX（講座名・住所・氏名・

電話番号）
●申込締切　10月14日（金）
●問  合  せ　川内技術開発センター 
　　　　　　☎22-3873　FAX20-6423

「笑いヨガ＆音楽療法」受講生募集
社会教育課（☎21-5128）

初心者のためのパソコン講座
水産商工課（☎33-5638）

バドミントン教室受講生募集
市民スポーツ課（☎21-5129）

青年海外協力隊・シニア海外ボラン
ティア秋募集・「体験談＆説明会」

政策課（☎33-5624）

本も友だち作品展
市立図書館（☎33-5655）
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　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！
　上名交流センターが、夜に開催する短期講座です。皆さんの参加をお待ちしています。

※開催場所は、全て上名交流センターです。
※受講料は無料ですが、材料代等は自己負担となります。
※定員を割り込む場合は開設しない場合があります。
※予定日や時間は、会場の都合等で変更になることがあります。
●申  込  み
　申込書またはファックスで10月５日（水）までに申し込みください。
　申込用紙は、上名交流センター・社会教育課・中央公民館・いちきアクアホールにあります。
　※ファックスの時は、氏名・住所・電話番号・講座名を明記してください。
　　FAX　上名交流センター　32-8770　社会教育課　36-5044
　※ 講座申込後、上名交流センターより連絡がない方は全員講座の受講ができますので、開講日に出席し

てください。都合により講座を休む時は、上名交流センターへ16時までに連絡をお願いします。
●問  合  せ　上名交流センター　☎32-8770　開館時間13:00～21:00（日祝日休館）
　　　　　　社会教育課　☎21-5128　 

生涯学習講座（短期講座）受講生の募集
社会教育課（☎21-5128）

講座
番号 講　座　名 学　習　内　容 定員

（名） 開 講 予 定 日 時 間 回数

１ 料理講座
焼酎を始めとする、お酒にあう簡単で
手軽に作れる料理を実習します。
※材料代として１回500円程度

20 第１・３水曜日
10月12日～11月30日

19:00

～

21:00
4回

２ お菓子講座
洋菓子から和菓子まで簡単なデザート
を作り、楽しく学びます。
※材料代として１回500円程度

20 第２・４火曜日
10月11日～12月20日

18:30

～

21:00
6回

３ 珈琲講座
珈琲のいれ方の実演をとおして、家庭
での珈琲の楽しみ方をお話します。
※材料代として１回500円程度

20 第１・３木曜日
10月6日～12月1日

19:00

～

21:00
5回

４ 茶道講座
お茶の頂き方や楽しみ方を学び、日本
の伝統的な立居振舞いの基本を習得し
ます。

20 第２・４木曜日
10月13日～12月22日

19:00

～

21:00
6回

５ 着物着付講座
着物を一人で着られるように、着付け
の基本と日本の着物文化を楽しく学び
ます。

20 第２・４水曜日
10月12日～12月21日

19:00

～

21:00
6回

６ プリザーブド
フラワー講座

長い期間楽しめるプリザーブドフラ
ワーで日常を飾りましょう。誕生日や
記念日のプレゼントにも最適です。

20 第１・３金曜日
10月7日～12月16日

19:00

～

21:00
5回

７ エアロビクス講座
音楽に合わせて体を動かす誰にでも楽
しめる有酸素運動です。ストレス解消
などに。

30 毎週月曜日
10月17日～11月28日

19:30

～

21:00
6回

８ ヨガ講座
深い呼吸とポーズで、心身をリラック
ス。インナーマッスルを鍛えてしなや
かな身体を目指します。

30 毎週木曜日
10月13日～11月24日

19:30

～
21:00

6回

９ バドミントン講座
バトミントンの基礎・基本を学びなが
ら、健康づくりや仲間づくりに役立ち
ます。

20 毎週金曜日
10月14日～11月18日

19:30
～

21:00
6回

10 卓球講座
卓球の基本を学び、ゲームや仲間づく
りをとおして、運動の楽しさを味わい
ます。

30 毎週土曜日
10月15日～11月19日

19:00

～

21:00
6回

11 レクリエーション
ダンス講座

誰にでもできる運動をとおして、健康
づくりと仲間づくりを進めます。 20 毎週木曜日

10月13日～11月24日
19:30

～

21:00
6回

夜間開催
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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。
●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、９月26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。

明るい未来　私達ができる　復興支援
（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（８月届出分）

市県民税　　　　　　　第２期 ９月30日

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 −

○ ○ ○ −

10月の移動図書館車巡回日程
市立図書館（☎33-5655）

10月の心配ごと相談
社会福祉協議会（☎32-3183）

９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 4日（火） ９コース 13日（木）

2コース 5日（水） 10コース 18日（火）

3コース 6日（木） 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）
12:40～ 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）
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故　人 年齢 住所または 
公 民 館 喪主または届出人

馬　場　五生男 88 平佐原 馬　場　マサ子

出　水　清　子 76 栄　町 出　水　純　二

新　村　　　勉 73 春日町 新　村　伸　吾

大　里　喜　市 93 塩屋町 大　里　綾　子

佐保井　惠　一 94 佐保井 佐保井　シヅエ

西　　　　　 91 西浜町 西　　　和　子

出　口　正　巳 89 浜　東 出　口　充　朗

石　原　サチヱ 90 迫 石　原　宣　二

植ノ原　スミ子 95 中尾町 植ノ原　まき子

生　野　宇　吉 88 中井原 生　野　一　昭

火野坂　ヤ　ヱ 81 白　浜 火野坂　　　斎

枇　榔　辰　実 60 光瀬上 岩　田　吏　子

中　村　芳　子 85 小　瀬 中　村　義　久

吉　見　亮　助 95 栄　町 吉　見　ちず子

吉　村　重　雄 87 中　原 吉　村　トシヱ

田　口　　　昇 81 恵比須町 田　口　ミツ子

前　野　ミス子 88 木場迫 前　野　和　治

柏　原　政　子 93 須　賀 柏　原　恒　博

小　薗　美智子 81 日出町 小　薗　国　義

橋　口　アツ子 86 橋ノ口 室　屋　承　子

岡　下　久　子 63 中尾町 岡　下　靖　孝

潟　山　　　勇 71 東塩田町 潟　山　禮　子

火野坂　　　浩 51 中　向 火野坂　智　子



7月届出分

「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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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。

三宅　逢
あい
李
り
くん

（東島平町）
坂口　七

なな
斗
と
くん

（東塩田町）

西野　乃
の
慧
え
ちゃん

（天神町）
前薗　聖

まさ
斗
と
くん

（昭和通）

産まれてきてくれてありがとう！
父：將太さん・母：晴菜さん

元気にすくすく大きくなってね♡
お姉ちゃんと仲よくね♡

父：将太さん・母：美穂さん

産まれてきてくれてありがとう。
元気いっぱい大きくなーれ !!

父：幸雄さん・母：エリカさん

パパみたいに
強くて優しい子に育ってね

父：勝博さん・母：愛美さん

休憩中
七夕踊の本番前、市来農芸高校の生徒たちが仲睦まじくリラックス中。生徒たちは、後
ろに見える「つくりもの」といわれるトラやウシ、シカなどに入って動かす役。部活仲
間なのか、迫力ある息の合った動きを見せた彼らの「つくりもの」。みなさんご覧になり
ましたか？

今月のカバー
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