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　平成28年６月16日夜、羽島地
域を消防団の車両が赤色灯を回
しながら、火災予防を呼びかけ
ていました。
　「過去の火災を教訓に、悲惨な
火災が発生しないよう、火の取
り扱いには十分注意しましょう」
　“過去の火災”とは、50年前のこ
の日に発生した羽島大火のこと
です。

住宅地が火の海に
　当時、火災が起きた地域は「リ
アカーもすれ違うことができな
いほど狭い迷路のような道」に
沿って家々が密集して建ってい
ました。アイロンの不始末が原
因とされ、火は瞬く間に広がり
ました。かまどにくべる焚き木
が軒先に並んでいて、これが被
害を大きくしたともいわれてい
ます。
　住民が寝静まった深夜の火災。
消火活動には近隣市町からも応
援をもらい、消防車９台、可搬
ポンプ９台で懸命の消火にあた
りました。
　火は５時間燃え続けて125棟
を焼き、朝７時ごろようやく鎮
火します。
　避難誘導に女性消防隊が活躍

したこともあり、これだけの火
災にも関わらず犠牲者が出な
かったのは不幸中の幸いでした。

大火の教訓が次の被害を防ぐ
　現在、羽島地区消防分団長を
つとめる福永茂幸さんは、今で
も羽島大火の教訓が生きている
と感じています。
　15年ほど前に７棟が延焼した
火災がありました。現場に羽島
分団が到着した時、すでに消火
栓は先着隊が使い埋まっていま
した。そこで羽島分団はすかさ
ず近くにあった海水をくみ上げ
て消火にあたり延焼を食い止め
ました。
　消防ポンプなど消火に使う資
機材は高価です。海水を使えば
その資機材はダメになる可能性
もあります。
　しかし、50年前の羽島大火時、
防火水槽の水だけでは足りずに、
川や海の水が消火に使われたこ
とを羽島分団は知っていました。
そのため、ためらうことなく海
水を使い、住民から「羽島分団は
水を切らさなかった。延焼を食
い止めてくれた」と感謝されたの
です。
　福永さんは「大火に学ぶと言っ

ては罹災者に失礼だが」と前置き
したうえで、「ためらってはいけ
ない。人命を守ることが第一と
いうのを大火の教訓としている」
と話します。

記憶の風化
　６月28日、羽島交流センター
で防災講演会が開かれ、住民約
70名が集まり、羽島大火を経験
し、よく知る３名が語る当時の
様子に耳を傾けました。
　その中では当時設置する家が
増えていたガスボンベから火柱
が上がった様子や、公民館の有
線放送のおかげで早めに避難を
呼びかけることができたこと。
火災を知り、心配する電話が全
国から３日間鳴り続けたことな
どが生々しく語られました。
　当時をよく知る人は、もうほ
とんどいないそうです。話しを
聞いた参加者の一人は「羽島で起
きたこの大火のことを風化させ
てはならない」と話しました。

教訓を今に生かす
　この日、防災について講話を
した防災士は、「“正常化の偏見”
が一番危険」と話しました。
　“正常化の偏見”とは“多分大丈

羽島大火から50年
昭 和 4 1 年 ６ 月 1 6 日 午 前 ２ 時 3 5 分 出 火
延 焼 ／ 浜 西 ・ 浜 中 ・ 浜 東 ・ 平 身 地 区 計 1 2 5 棟

罹災者／632人　死者／0人　延焼面積／6990平方メートル
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夫”、“私だけは大丈夫”など自分に
都合よく考えてしまうことです。
　火災や今からは台風による災
害も心配されます。“正常化の偏
見”は捨て、人命第一の姿勢で災
害に備え、対応する必要があり
ます。
　悲惨な羽島大火の発生から50
年経ち、その記憶は薄れてきて
います。
　今一度、謙虚に羽島大火から
学び、火災や災害に備える機会
としましょう。

「あちこちから火柱が上がり、空は真っ赤に焼けた。まぐろ漁に

出港したばかりの男たちは戻ることもできず、その焼けた空を

見て残してきた家族を心配することしかできなかった。」

−羽島大火経験者談

家庭の防火対策
・�住宅用火災警報器を設
置しましょう。
・�カーテン・じゅうたん
などできるだけ防炎品
を使いましょう。
・�仏壇等のろうそくのつ
けっぱなしはやめま
しょう。
・�家の周りに燃えやすい
ものを置くのはやめま
しょう。 　8ページにわたり被害状況、義援金や支援の様子、罹災された方の氏名などが掲載されている。これか

ら火災のあった16日当日の午後には災害対策本部は見舞金の額や仮設住宅・公営住宅の建設を決定、翌
17日には見舞金を支給したり証明書を発行するなど復興に向けた対応が迅速だったことがよく分かる。

　延焼した範囲を示す図。道
路は海沿いに１本しか通って
おらず、消防車で渋滞してい
たという。大火後、区画整理
が行われ、車が離合できる広
い道路が集落内に整備された。

火災の様子を伝える当時の市のおしらせ版（昭和41年6月号）
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　熊本県益城町にある阿蘇熊本
空港ホテルエミナースは、最大
2000人を受け入れた民間の避難
所です。本市出身の橋之口茂さ
んが副総支配人をしており、避
難所の運営にもあたりました。

押し寄せた避難者
　4月14日に発生した前震、2日
後に発生した本震で、まちは壊
滅的な被害を受けます。
　ホテルの被害は幸い軽微でし
たが、隣接地区の住民が一斉に
ホテルに避難してきました。橋
が壊れ、地区が孤立することを
恐れた地区消防団長の呼びかけ
で広い敷地を持つ同ホテルに地
区住民が避難してきたのです。
　ホテルは当時避難所に指定さ
れておらず、本震翌日の4月17
日に益城町から避難所指定を受
けます。

情報・決裁権は一元化
　橋之口さんの避難所は、他の
避難所に比べるとかなり過ごし

やすい避難所であったようです。
それは単にホテルだからという
ことではありません。
　地震発生後、ホテルには物資、
炊き出し、医療、慰問など様々
な支援の申し出が来ました。一
方で避難者が必要とする物資や
支援は時間経過と状況で次々と
変わっていました。
　その一つ一つに対して、橋之
口さんは即断即決していきまし
た。結果、避難者の不満が抑え
られていたのです。
　橋之口さんがこうした判断が
できたのには理由があります。
ホテル運営で培った“企画力”“判
断力”“スピード感”を持ち合わせ
ていたこと。避難所となったホ
テルの施設を熟知していたこと。
避難者を世話する従業員からあ
がってくる情報や決定権が副総
支配人の橋之口さんに一元化さ
れていたことです。
　このことは避難所運営におけ
る大きなヒントになります。

避難所コミュニティ
　ホテルに押し寄せた避難者は
最大2000人。小さな町に匹敵し
ます。避難所運営には避難者自
身の手助けもありました。
　避難してきた区長たちが自主
的に区長会を立ち上げ、トイレ
掃除を引き受けたほか避難者の
不満をいさめてまわったり、消
防団は警ら活動、婦人会は炊き
出しなど、避難者が自主的に避
難所の運営に関わる姿が多く見
られたそうです。
　一方行政に頼った避難所では、
不満の矛先が行政職員に向かう
ところも少なくなかったそうで
す。
　避難所運営を自分たちのこと
として動いた避難者が、結果と
して快適な避難所を作り上げて
いたのです。

同級生とのつながりに見る支援
の在り方
　橋之口さんの出身地いちき串
木野では、橋之口さんを支援し

　羽島大火では家を焼かれた人たちは仮設住宅ができるまで、避難所
や親せき宅などに身を寄せたそうです。
　目を隣の熊本県に向けると、まだ避難生活を続ける多くの方々がい
ます。実は震源地に近い熊本県益城町で避難所となったホテルのトッ
プとして奮闘した、いちき串木野市出身の方がいます。民間人がトッ
プを務めた避難所運営、そこで起きたことに私達が学べるものがあり
ますのでご紹介します。

4/16　人がホテルに続々と避難してきた 5/13　ロビーで菊陽中学校がコンサートを開催。
涙を流す避難者もいた。

避難所内に貼られた貼紙。避難者が自主的に作り
貼ったもの。

自身も地震の被災者。ホテルの従業員
66名の生計を支える立場にもあるが、
「目の前の避難者をほっておけない」と
先頭に立って被災者支援に奔走した。

続・熊本地震
　　 避難所になったホテル

橋之口茂さん（47）阿蘇熊本空港ホテル
エミナース副総支配人
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ようとする動きが同級生を中心
に起こりました。
　橋之口さんを含む数十名で
LINE という情報共有ツールでグ
ループを作り、橋之口さんが必
要と判断した物資を何度も届け
ました。また、市内で治療院を
営む内司和彦さんは、全国の整
体師や鍼灸師などに呼びかけ、
ホテルが営業を始める直前の5月
末まで避難者の体のケアに当た
りました。これら支援にあたっ
た方に話を伺うと、支援の在り
方に関するヒントが見えてきま
す。
　共通しているのは支援には「場
所があり、必要なモノと量をタ
イミングよく送る」ということで
す。
　同級生の支援でいうと、整体
をするには施術する“場所”が必
要です。また、避難所で必要と
される物資は刻一刻と変わりま
した。「地震発生直後は水や食料
が最優先だったけど、今は危険
個所を知らせる三角コーンや避
難所内を清潔に保つための掃除
機の方が必要」といった具合で
す。避難所が発した情報を即座
に反映した支援が必要とされて
いました。

　同級生は、避難所のトップ橋
之口さんを知っていたため場所
を心配することなく、避難所
が必要としているモノと量を、
LINE という情報共有ツールで瞬
時に知り、タイミングを外すこ
となく支援できたのです。

各分野のプロと共同を
　橋之口さんは地震や津波など
有事に備え「各分野のプロの力を
借りるべき」と力を込めます。
　例として支援物資が避難所に
なかなか届かなかったケースを
あげました。
　今回、国はプッシュ型という
被災地から必要とされるのを
待って物資を送るのではなく、
あらかじめ必要と思われるもの
を送る手法を取りました。その
おかげで物資は集積場に大量に
集まりましたが、被害があまり
にも甚大だったため、不眠不休
で対応を続けていた県や益城町
も仕分けと配送に十分な対応が
取れず、避難所への配送が遅れ
ている状況がありました。
　そこで物流を取扱う会社に、
支援物資の仕分け・配送をまか
せるようになると、隅々の避難
所にまで十分な量の支援物資が

届くようになったそうです。
　災害における具体的な仕組み
を民間と行政が一緒に作り、シ
ミュレーションしておく必要が
あるというわけです。

益城に学んでほしい
　橋之口さんはホテルのフェイ
スブックの中で、避難所に「物
資・人・優しさが届いている」と
書きました。避難所運営をサポー
トしてくれたボランティア団体。
必要な物資をタイムリーに送っ
てくれた故郷の同級生たち。２
か月近くも1300人分もの食事
の炊き出しをしてくれた居酒屋
チェーン。避難者の慰問に来て
くれた人たちなど大小あげれば
きりがないそうです。
　押し寄せた2000人もの避難者
を前に、避難所となったホテル
を預かる者として逃げることが
許されなかった毎日だった橋之
口さんが最後に言いました。

　「益城町で起こったことを学ん
でほしい。」

　行政も民間も私達市民も学ぶ
べきことはたくさんあります。

ボランティアの難しさ感じた	 内司治療院　内司和彦さん
　全国に避難者の整体ボランティアを呼びかけた内司さん。自身もボランティアに行き、避難者に
喜ばれた。
　一方、避難者が訴える体が痛い、心がつらい、寝られないなどの症状に対して整体、医者、薬剤師、
カウンセラーなどがそれぞれの立場から対応する様子に、「避難者の体は一つ。これはかえって避難
者の負担になっていないか」とボランティアの難しさも感じた。

被災者と向き合うととまどった
まぐろラーメン協栄会　酔匠の里　﨑野正邦さん

　地震で被災したいとこに「温かいものを食べたい」と言われ、まぐろラーメン協栄会で炊
き出しに行くことを提案。4月26日に避難所のホテルエミナースに向かった。益城町に入る
と景色が（ビニールシートの）青色に変わった。その日避難所でまぐろラーメン1200食を提
供した。炊き出しの時、どう声をかけていいか、とまどったが、被災に遭ったいとこが「ま
ぐろラーメンです！」と声を出してくれた。普通に出せばいいんだと感じた。
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　南日本新聞社が主催する第46回南日本写真展の
最高賞南日本新聞社賞に福薗健児さん（高見町）の作
品「シャッター街の踊り子」が選ばれました。
　福薗さんはカメラ歴15年。応募は今回で８回目
で、入選は６回あったものの初めての入賞。しかも
最高賞に「びっくりした」と驚きを隠しません。
　作品は昨年７月にあった、串木野さのさ祭りで踊
る子どもを撮影したもの。賑わうさのさ祭りに、幼
少期、親の手伝いでよく来ていた商店街を重ね合わ
せ、「昔のように賑わいを取り戻してほしいと願いを
込めてシャッターを押した」もので、モノクロで表
現しています。
　福薗さんは写真愛好家で作る西薩写友会のメン
バーです。同会からは他にも大迫充さんと丸山一九
さんのお二人がそれぞれ単写真と組写真で特選に選

ばれました。おめでとうござい
ます。

福薗健二さん
「ワイワイと仲間と楽しみながら
の撮影が楽しい」と県内を中心に
祭りや風景を撮影しています。

　地域の安全活動を積極的に推進してきた岩㟢裕孝
さんの功績に対し、いちき串木野地区防犯協会とい
ちき串木野警察署から防犯功労賞が贈られました。
　岩㟢さんは６年間地域安全モニターとして、警察
署や防犯協会の活動に協力し、商店街で商売を続け
てきながら常に街の様子を気にかけてきました。「い
ちき串木野は犯罪も少なく安心・安全なまち」と、
６年間の活動を振り返った岩㟢さん。おめでとうご
ざいます。

　いちき串木野警察署は７月６日、うそ電話詐欺を
防いだコンビニエンスストア店長の俣木祥子さんと
店員の久徳由季子さんに感謝状と盾を贈呈しまし
た。
　５月、店内の電子端末から入金する方法が分から
ず久徳さんに訪ねてきたお客がいました。取り乱し
た様子だったため、俣木さんも応対にかけつけ、お
客の見ていた携帯電話のメールの文面を見て、うそ
電話詐欺を疑い、「一度警察に相談してから手続して
は」と二人でいさめ、被害を未然に防いだものです。
　いちき串木野警察署によると、いちき串木野市内
でも年間約20件のうそ電話詐欺の相談があり、ス
マートホンや携帯電話を普段使い慣れている人から
の相談が多いそうです。うそ電話詐欺に遭わないた
めには、「有料サイトを見て送られてきたメールの電
話番号には電話しないことや、一人で抱え込まず誰
かに相談することが有効」とのことです。
　被害を未然に防いだ俣木さんと久徳さんは、「不安
に思う時は、店員にも聞いてほしい」と話しました。

南日本写真展最高賞に福薗さん輝く

まちの防犯活動に功労賞

お手柄！うそ電話詐欺防ぐ

第46回南日本写真展　南日本新聞社賞
「シャッター街の踊り子」
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■漢林王囃とは
　長崎の唐人踊で、文化・文政の頃江戸・大阪に
流行し、清朝の人にふん装して踊られました。か
つて市来湊唐人町の方が、商用で長崎に行った際
にたまたまこれを見て、市来湊祇園祭の「漢林王
囃」にしたと伝えられています。
　昔の祇園祭は、神輿行列を先頭に、漢林王囃・
男山・女山と続いていました。漢林王囃は昭和13
年頃を最後に祇園祭からは姿を消しており、祇園
祭には今回約80年ぶりの登場となります。

　祇園祭保存会は、かつて祇園祭で踊られていた漢
林王囃を復活させ、今年の祇園祭の裸山（前夜祭）な
どでお披露目します。本来の漢林王囃はドラ・鐘・
三味線・踊り子など50～60人からなる行列です
が、今回お披露目されるのは踊りの部分。地元の唄
などを伝承している住吉小糸さんら住吉社中が演じ
ます。住吉小糸さんは以前この漢林王囃を師事して
習ったことがあり、今回、残されていた歌詞や三味
線の譜面などをもとに本番に向けて仕上げます。
　漢林王囃の復活を呼びかけた祇園祭保存会長の原
口勝男さんは、「今年を漢林王囃の復活の端緒とした
い。祇園祭には、こういうものがあるんだと皆さん
に知ってもらえたら最高。ぜひ多くの人に見てほし
い」と話しました。
　80年ぶりに祇園祭に戻ってきた漢林王囃、ぜひご
覧ください。

―漢林王囃の印象は―
歌詞はもともと中国語のようですが、庶民の間で歌い継がれてきたこともあっ
て、残っている歌詞は中国語でもないし、日本語でもありません。昔は娯楽
が少なかった時代。こうした歌詞の発音がおもしろかったのでしょうね。洗
練はされていないものの、唄やメロディに懐かしい感じを受けます。

―漢林王囃の見どころは―
漢林王囃は、もともとまちの人たちが踊り継いできたものです。まちの人が
中心になってするもので、こんなに異国情緒あふれるようなものはよそには
なかなかありません。それが市来にはある。踊りや雰囲気、言葉遊びになっ
ている歌詞などを楽しんでほしいと思います。

○お神酒振舞い
　７/24（日）・26（火）～28（木）
　18:30～20:30　若松蔵駐車場
○裸山（祇園山）披露
　７/29（金） 18:00～21:00
　濵田屋伝兵衛 ( 市来郵便局横駐車場 )

７月30日は祇園祭・サマーフェスタ
　　　　　　　　　   　in 市来へ行こう！
祇園祭　湊町地区内　９:30～
祇園山四車競演　13:30～15:00　濵田屋伝兵衛
　　　　　　　18:45～　サマーフェスタ in 市来会場
八坂神社祭典（六月灯）　18:00～18:30
サマーフェスタ in 市来　18:30～21:00
　　　　　　　市来ふれあい温泉センタ－西側広場

「漢
か ん

林
り ん

王
お う

囃
ばやし

」80年ぶりの祇園祭復活に向けて練習中

漢
かん

林
りん

王
おう

囃
ばやし

を見に行こう！
　７/24（日）　お神酒振舞会場にて
　　　　　　　19：00頃
　７/29（金）　裸山披露会場にて
　　　　　　　19：00頃 

復活に協力した住吉小糸さんインタビュー
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いちき串木野物産「さのさ館」オープン

　５月26日、市来小学校体育館で、鹿児島県バレエ
協会による「バレエへの招待」が開催され、市来小学
校の児童300人が観劇しました。青少年のための芸
術鑑賞事業として、実施したものです。
　最初、児童は、バレエの歴史や振付の説明を受け
たので、その後の劇を振付の意味を考えながら鑑賞
することができました。普段、なかなか見ることの
できないバレエの世界に触れる貴重な体験となりま
した。

　７月２日、上名の食の拠点エリア「食彩の里いちき
くしきの」に、物産館「さのさ館」がオープンしました。
さのさ館は、先にオープンした海鮮まぐろ家や総合
観光案内所と外観を統一、広さは以前の倍になり、
広々とした売り場には、市内６社のつけあげが並ぶ
ほか、野菜、鮮魚、総菜、パンなど市内外100社の
品物が並びます。鮮魚コーナーの隣にはいけすがあ
り、子どもも楽しめそうです。
　さのさ館を建設し運営する NPO 法人鹿児島いち
き串木野観光物産センター理事長の久木山睦男さん
は、「さのさ館を通して市内のものを市外・県外に売っ
ていきたい。多くのお客様にきてほしい」とあいさつ。
列をなしてオープンを待っていた多くの買物客に買
い物かごを手渡し出迎えました。

　４月14日、別府の田んぼで鹿児島県では数例しか
記録のないメンガタハクセキレイが撮影されました。
　撮影したのは田中正一さん。普段から鳥の観察を
続けている田中さんが、別府の田んぼで撮影してい
ると、見慣れない鳥が水浴びをしているのを見つけ
撮影に成功したものです。
　この鳥は通常西アジアに生息しており、「迷ってこ
こに来たのでは」と田中さんは話しました。

華麗なバレエの世界に触れる

珍しい鳥撮影される

串木野健康増進センター（☎33－3450）
　６月７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。

 赤
あか

岩
いわ

　海
かい

里
り

くん   ・  中
なか

屋
や

　真
ま

子
こ

ちゃん

 後
うしろ

夷
えびす

　結
ゆう

伍
ご

くん   ・  長
は

谷
せ

川
がわ

  璃
り

恩
おん

ちゃん

 小
お

野
の

　愛
あ や ら

來ちゃん   ・  濵
はま

走
ばしり

　玲
れ

央
お

くん

 下
しも

津
つ

　希
き

心
こ

ちゃん   ・  福
ふく

丸
まる

　創
そう

大
た

くん

 田
た

代
しろ

　龍
りゅう

聖
せい

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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　平江の橋村隆志さん宅にあるリュウゼツランが７
月に花を咲かせようとしています。
　リュウゼツランは30年から50年かけて成長し、
最後に一度だけ花を咲かせ枯死します。
　橋村さんは５月頃に花茎が伸び始めているのに気
づき、みるみる間に花茎は６ｍほどの高さまで伸び
ました。花茎の先にはつぼみが無数についていて、
橋村さんは「花が咲くのが楽しみ」と50年に一度のそ
の日を待っています。

　串木野保育園に幼年消防クラブが結成され、７月
４日、クラブ旗やハッピが消防署から園に贈られま
した。
　幼年消防クラブは、消防署の見学や規律訓練など
をとおして幼いころから火災予防に対する意識を育
もうと、各園毎に結成されているもので、市内では
串木野保育園が５園目になります。
　結成式で消防署員からクラブ員のワッペンをつけ
てもらった園児たちは「わたしたちは火遊びをしない
よいこになります！」と元気よく誓いの言葉をのべま
した。

50年に一度 リュウゼツランつぼみふくらむ

火遊びはしません！
串木野保育園に幼年消防クラブ結成

　６月25日、薩摩藩英国留学生記念館は、浴衣姿で
羽島を楽しむ「羽島ゆかてん（浴衣天国）2016」を開
催しました。浴衣姿のスタッフが出迎えたほか、ヨー
ヨー釣りや輪投げコーナーも設けられ、来館者は一
足早い夏を楽しみました。
　夕方からは浴衣イブニングパーティーがあり、
ジャズピアニストの松本圭使さんも浴衣姿でピアノ
を奏でました。
　このイベントにあわせ浴衣姿で鹿児島市から来た
女性は、「浴衣を着る機会は少ないので、うれしくな
る。浴衣でジャズや飲み物が楽しめてオシャレ。」と
お祭りの時とはちょっと異なる浴衣のひと時を楽し
んだ様子でした。

次回　「羽島ゆかてん」７/23（土）・８/13（土）
・浴衣のお客様には特典あり
・浴衣レンタル有
・串木野駅から無料シャトルバスあり
問合せ　薩摩藩英国留学生記念館　☎35-1865

第２回観光セミナー参加者募集
観光交流課（☎33-5640）

　観光商品の企画・催行や観光客を迎えるおもて
なしの向上を目指し、観光セミナーを開催します。

●日　　時　７月26日（火）19:00～21:00
●場　　所　いちき串木野市総合観光案内所
●講　　師　	猿渡　弘治　氏【花笑み工房】
　　　　　　	＊ ( 株 ) ＪＴＢコミュニケーションズ
　　　　　　	九州 地域交流事業部シニアアドバイ

ザー
●対　　象　�市内居住または勤務しており、観光

や地域活性化に意欲のある方。
●募集定員　40名（定員になり次第締切）
●受  講  料　無料
●申込期限　�７月24日（日）までに電話またはＦＡＸ

でお申し込みください。
●申込・問合せ　いちき串木野市総合観光案内所
　　　　　　☎32-5256　FAX29-3320

瀟
しょう

洒
しゃ

な館で浴衣楽しむ「羽島ゆかてん」
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　６月25日、旭町中央通り商店街のまちなかサロン
で、映画「二十四の瞳」が上映され、集まった約60名
が主演の高峰秀子演じる教師と子ども達の絆の物語
を楽しみました。
　このなつかシネマは、中央地区まちづくり協議会
が開催し今回で４回目となります。映画の合間には
茶菓子が用意され、映画の余韻を楽しむように話が
弾む来場者の姿も見られました。

なつかシネマ楽しむ

　６月12日、総合体育館で第46回市内卓球大会が
開催され、中学生から社会人まで52名が参加し、熱
戦を繰り広げました。
●団体戦

優　勝 串木野スマッシュ A
準優勝 串木野中学校 A

第３位 RAS
串木野中学校 C

●個人戦
男子 A 級 男子 B 級 女　子 初心者

優　勝 畠　 喜人 山口 幸作 小 薗   雛 土川 咲輝
第２位 有馬健太郎 米澤 海音 中薗 留未 南新 陸斗
第３位 上酔尾哲三 松下 三孝 有川ひより 二木 愛奈

井上 靖治 大田 徹也 竹下 美早 前田 翔人
敢闘賞 樋高 隆一 二神　 遼 東　 怜奈 末吉 航大

　旧暦の５月16日にあたる６月20日、五反田川河
口で、「ガルどんのダゴ流し」が行われました。これ
は、水難事故は河童（ガルどん）が川に引きずり込む
という言い伝えから、夏になる前に、河童の好物の
団子をわらに包んだ「ワラット」を川に投げ入れてお
供えし、水難事故に遭わないよう祈るものです。今
では市口公民館だけ続けており、今年は８名の子ど
もが参加しました。
　「夏は長崎鼻プールで泳ぎたい」と話した串木野小
学校６年の平石光哉君は、「安全に泳げますように」
と願いながら力いっぱいワラットを川に投げ入れて
いました。

　６月２日に、10社からなるいちき串木野市管工事
組合が、山之神浄水場や観音ヶ池配水池などの草払
いを行いました。
  これは６月１日から７日までの「全国水道週間」に
合わせたボランティア作業で、市民の皆さんへおい
しい水を届けるための水道施設を対象に、平成９年
から実施されているものです。ありがとうございま
した。

第46回市内卓球大会水難事故が起きませんように
ガルどん水に引き込まないでね

いちき串木野市管工事組合が奉仕作業

ワラットを川に投げ入れる子ども達
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無料送迎バス（要予約）

串木野駅    →     記念館    →    串木野駅 鹿児島中央駅   →    記念館  →    鹿児島中央駅 

15:30 発      15:50着 20:10発      20:30着 14:45発        15:45着 20:15発     21:15着 

[組織の名称]

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～

2016 8.27（土） 
薩摩藩英国留学生記念館 
 1 部 11:00～14:00 
■ 来館者 100 名様に YEBISU ﾏｲｽﾀｰをﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ（クジ）  

 
■ ｸｲｰﾝｽﾞｶﾌｪで 500 円以上ｵｰﾀﾞｰされたお客様先着 50 名様 
に生ビール 1 杯をｻｰﾋﾞｽ  

■ What’s Beer 
【明治麦酒産業史～開拓使麦酒醸造所を中心として～】 
時間 13:00～14:00 先着 30 名  
講師：端田 晶氏（ｻｯﾎﾟﾛﾋﾞｰﾙ㈱本社経営戦略部文化広報顧問）  

 
終了後、お楽しみ抽選会あり！ 

■ 基調講演【北で燃えた薩摩のサムライ、村橋久成を語る】
時間：17:00～18:00 
講師：田中 和夫氏（札幌市在住） 

1982 年、村橋久成を描いた小説「残響」で北海道新聞文学賞受賞   
■ What’s Beer 【開拓使麦酒醸造所からサッポロビールまで】 

時間：18:00～18:30 
講師：端田 晶氏（ｻｯﾎﾟﾛﾋﾞｰﾙ㈱本社 経営戦略部 文化広報顧問）   

■ 村橋パーティー  
時間：18:30～20:00 
スペシャルゲストに「ジミー入枝＆小原やむちゃ」を迎え、 
ビール（飲み放題）を嗜みながらのビュッフェ式パーティー。お楽しみ抽選会も有り。 

2 部 17:00～20:00
先着 40 名＊要予約（定員になり次第締切） ￥2,000 

■お問い合せ・予約先 いちき串木野市 観光交流課 TEL 0996-33-5640 

村橋久成（北海道大学付属図書館所蔵）

主催：いちき串木野市    協賛：サッポロビール株式会社 

開拓使麦酒醸造所開業
★ 周年記念★

＊運転をされる方への酒類提供、飲酒は固くお断りいたします。 
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薩摩藩英国留学生記念館（☎35-1865）

薩英戦争の講話の席で留学生
を派遣したいと申し出た薩摩
藩。その翌年五代は決死の思
いで留学生派遣の上申書を藩
に出します。

五代才助上申書

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

●薩摩スチューデント派遣進言
　薩英戦争時に捕虜となった経験が、五代才助（友厚）を急進的
開国論者となさしめ、外国貿易の急務と富国強兵策としての海
外留学生派遣の急務を痛感することになります。横浜で解放さ
れた五代はその後、松木弘安（後の寺島宗則）とともに埼玉郡羽
生村の吉田六左衛門宅に潜伏していましたが、元治元年（1864
年）１月頃、吉田が手に入れた道中手形を手に松木と別れ、薩
英戦争時に捕虜になった真意を薩摩藩庁に伝える機会を得よう
と長崎に向います。
　そして、五代は名を「川路要蔵」と変え、旧知の幕臣酒井三蔵
宅に身を潜めることになります。この長崎潜伏中にスコットラ
ンド出身の貿易商トーマス・グラバーと懇意の間柄になります。グラバーを通じて世界の情勢を知った五代は、
同年４月頃（1864年５月頃）、薩摩藩庁に対し、「私は重罪を犯した者であり、とても進言できる立場ではござい
ませんが…今の時勢では海外に留学し、西洋の技術を習得してこないと世界の大勢に遅れ、国の発展に役立ち
ません。これらの対応策について死を顧みることなく申し上げます」という上申書を提出します。これが、い
わゆる「五代才助上申書」です。同年５月頃（1864年６月頃）、五代は帰藩が許されます。
●五代才助上申書の内容
　上申書は次の３段階で構成され、渡航費用から雑費に至るまで具体
的な数字の裏付けが計算され、同時に第二次の派遣計画までも示され
ていました。
①米や海産物を上海に輸出し、利益を得ること。
②�その利益で、製糖機械を購入して砂糖を製造し、販売して収益を得
ること。

③�砂糖輸出で得た収益で留学生を海外に派遣し、留学生に同行する視
察員が、欧州の最新鋭の蒸気軍艦や兵器、貨幣製造機、紡績機械、
農業機械を買い付けること。また、留学生については、英仏両国留
学生を16名�並びに通訳を一名選び、同地に約150日滞在させ、各人
に与えた課題を研鑽させること。

　この五代の上申書によって、藩の将来の方向づけがなされていくこ
とになります。

（次回、８月20日号�は「留学生の人選について」です。

第5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。

五代友厚が生まれた天保６年（1835年）は、天璋院篤姫、小松帯刀、坂本龍馬、土方歳三、前島密など激動の幕末
を駆け抜けた有名人が生まれた華々しい年でした。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〜」

トーマス･グラバー胸像（長崎グラバー園）

五代友厚
（鹿児島県歴史資料センター黎明館所蔵）
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褒められて伸びる子のコラム
【 行ってきました！九州沖縄合同移住フェア！】

＼ついでに弾丸で山梨にも視察に行ってきましたよ！／

Vol.3

　６月12日、東京都千代田区は有楽町にある東京

交通会館という所で行われた九州・沖縄８県によ

る合同移住フェア。総勢71ものブースが集まる中、

鹿児島県からは10の市町村が参加しました。こう

いったフェアは初めてだったのですが、東京のよ

うな大都会に住んだことのない僕は、正直「そんな

に人来るのかな？」と疑っていましたが、実際には

300人ほどの来場者があり、都会に住んでいる人の

地方への関心の高さに大変驚きました！

　鹿児島県ブースでは鰹節削り体験や、東京と鹿児

島をテレビ電話でつなぎ現地の生の声を聞く企画

など盛りだくさんでお届けしました。いちき串木

野市ブースでは紹介 DVDを流したり、まちの写真

集を置いたり、鹿児島の甘いお醤油を舐めてもらっ

たり、来場者の方に楽しんでもらえるよう頑張り

ました！

　終始ワイワイした雰囲気で、気付いたら休憩も

取らずに夕方の終了を迎えていました。

　地方への関心が年々増してきていることを肌で

感じたので、次回移住フェアの際には更に関心を

持ってもらえるようなアピールを考えたいと思い

ます！

　移住フェア終了後、その足で出身地の山梨県へ向

かいました。滞在時間は短かったのですが、地元の

友達とも久々に会え、実家にも顔を出すことがで

き、充実した時間を過ごせました。とまぁ、本題

はそこではなく、甲府市（山梨の県庁所在地）の市

役所の方へお話を伺いに行くことがメインでした。

　空き家対策の現状や、移住定住に関する取り組

みなど、共感する部分も多かったのですが、その

ままいちき串木野市に落とし込む事は出来ない内

容ももちろんありました。

　でも参考となる部分も多かったので、これから

の活動に活かせて行ければと思います。

　さて、そろそろ夏本番ですが、皆さんはどこか

お出かけの予定はありますか？熱中症にならない

ように水分と塩分をこまめに補給して夏を楽しん

でくださいね！！

☆ Enjoy	Summer ☆

皆さん真剣に相談に来られていました。

甲府の移住コンシェルジュの方と

立ちっぱなしで疲れましたが
とても楽しかったです

ハッピに前掛け、
まるで酒屋。。。
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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

　市では、公共施設・市内事業所・一般家庭の電力料金をこ
れまでよりも安く供給し、その収益を子育て支援や地域福祉
の向上に役立てるため、市が51% を出資し、民間企業・金融
機関と連携して㈱いちき串木野電力を設立します。
　皆様に安心してご利用頂きたいと考えており、経済産業省
の認可が降りる８月以降に料金メニューをお知らせし、９月
から公共施設などの高圧電力を、12月から一般家庭・事業所な
どの低圧電力を供給する予定です。
　また、お得な電気メニューだけでなく市民の皆様の暮らし
をより快適で便利にする生活支援サービスも検討します。
　今後、各地区・各公民館等で説明会を開催して参りますが、
「まちづくり講座」などでご要望があれば、市内どこへでもお
伺いします。
●問�合�せ　政策課　　　　　　　☎33-5628
　　　　　　㈱いちき串木野電力　☎33-6000

　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2人目の隊員として、板垣勝さん
が7月1日着任しました。市総合観光案内所に席を
おき、営業やコンサルティング業で培った宣伝・
プロモーションの能力を活かし、観光振興に取り
組みます。
　板垣さんは山形県生まれ。仕事で鹿児島にはよ
く来ていましたが、着任して「朝、家の周りを掃除
している人たちがいて感動した」そうです。今後は
「まだ知られていないいちき串木野市の魅力を多く
の人に知ってもらえるように、イベントや企画を
立てていきたい」と抱負を語りました。
　市民の皆様どうかよろしくお願いします。

政策課（☎33-5628）

観光交流課（☎33-5640）

㈱いちき串木野電力が誕生します

地域おこし協力隊 板垣です！

　市では、独身男女を対象に出会いの応援とし
て登録制度をおこなっています。
　出会う機会がない方や、出会いを求めている
方はいませんか。
●申込条件
　・新たな出会いを考えている20歳以上の独身男女
●出会いの方法
　①登録者限定の交流会を開催します。
　②	登録者は、他の登録者のプロフィールを閲
覧し、連絡先を交換したい方を選べます。

　※	詳しくは、市ホームページをご覧いただく
か、恋ぷろ専用メールアドレスまたは政策
課までお気軽にご連絡ください。
～あなたに出逢いをお届けします～

メールアドレス：koipro@city.ichikikushikino.lg.jp

政策課（☎33-5634）
恋逢プロジェクト（恋ぷろ）

板垣さん「おもしろいこと発信していきたい」
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　７月に川内高校の国道３号沿い北隣に移転し
ました。
　電話番号と FAXは今までと変わりありません。
●新�住�所　薩摩川内市御陵下町14番地１
●電　　話　☎22-5448
● F � A � X　☎24-0151

　電気はムダなく安全に使いましょう。
・	傷んだプラグやコンセントは使わないようにし
ましょう
・	プラグはコンセントにしっかりと差し込みましょ
う
・ときどきプラグを掃除しましょう
・たこ足配線はやめましょう
・	コードが家具などの下敷きにならないようにし
ましょう
・アース線を取り付けましょう
●問�合�せ　九州電力㈱川内営業所　☎0120-986-802

川内公証役場 移転しました 8月は「電気使用安全月間」です

　平成28年度市職員採用試験を次のとおり実施します。

●募集職種、受験資格及び採用人員

　※いずれの職種も採用後は本市に居住することが条件です。

●試�験�日　第１次試験　９月18日（日）　会場：市役所会議室
　　　　　　※第２次、第３次試験の日程はそれぞれ第１次、第２次試験合格者に直接通知します。

●試験方法　第１次試験　高校卒業程度の教養試験、適性検査（一般事務・電気技師・消防職）
　　　　　　　　　　　　高校卒業程度の専門試験（電気技師）

　　　　　　　　　　　　体力試験（消防職）

　　　　　　第２次試験　作文試験、面接・集団討論試験（一般事務・電気技師・消防職）

　　　　　　第３次試験　面接試験（一般事務・電気技師・消防職）

●申�込�書　	串木野庁舎総務課または市来庁舎市民課にあり、ホームページからもダウンロードできます。
また、郵便で請求もできます。

　　　　　　※インターネットによる受験申込（電子申請）もできますので、ご利用ください。

●受付期間及び受付時間
　　　　　1.	持参、郵送	 ７月20日（水）～８月17日（水）（消印有効）

　　　　　　　　　　　	 ※持参の場合、土日祝日を除く8:30～17:15受付

　　　　　2. インターネット	 ７月20日（水）～８月12日（金）24時間受付（最終日は17:15まで）

　　　　　　　　　　　	 ※持参、郵送より受付期間が短くなっていますので、ご注意ください。

●提�出�先　	〒896-8601　いちき串木野市昭和通133-1　いちき串木野市総務課人事係　☎33-5625（直通）

総務課（☎33-5625）市職員採用試験案内

職　種 受　験　資　格 採用人員

一般事務
・	平成３年４月２日以降に生まれ、高校卒業程度以上の学歴を有する方（卒業見込

みを含む）
若干名

電気技師
・	昭和52年４月２日以降に生まれ、高校卒業程度以上の学歴を有する方（卒業見込

みを含む）で、必要な学科を専攻した方
若干名

消防職

・	平成３年４月２日以降に生まれ、高校卒業程度以上の学歴を有する方（卒業見込

みを含む）

・	両眼とも裸眼で0.3以上、矯正で0.7以上であり、色覚と聴覚が正常な方

若干名

公証役場 川内高校

国道３号←至 阿久根 至 いちき
　 串木野→

市政ニュース
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●テーマ（題）　「ふるさと」
●募集期間　７月20日（水）～９月２日（金）　17:00必着
●賞　　　　①小学生の部　②中学生の部　③高校生の部　④一般の部　の４部門
　　　　　　それぞれに最優秀賞１名　優秀賞３名　入選
　　　　　　※入選は①小学生の部は３名、それ以外の②③④は該当者がいた場合のみとなります。
　　　　　　※入賞作品は11月６日（日）市の文化祭で表彰・展示します。
●応募規程　未発表作品とし１人１作品。
　　　　　　	三行詩は、三行の短文であれば季語や字数などにとらわれず自由に作成して構いません。

俳句のようなものでも可とします。
●応募方法　・小、中学校の部・・・学校で作品を取りまとめて提出
　　　　　　・高校、一般の部・・・郵送送または持参
　　　　　　	　応募用紙に必要事項を記入し、作品を添えて応募してください。応募作品の返却はい

たしません。応募用紙はいちきアクアホール、図書館本館、社会教育課にあります。市ホー
ムページからもダウンロードできます。

●応募・問合せ　〒899-2192　湊町一丁目１番地　市教育委員会　社会教育課　☎21-5128

社会教育課（☎21-5128）

あなたの『ふるさと』を詩に
　第2回いちき串木野ふるさと三行詩大会作品募集

作品テーマ

　　「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

私たちは家族や友人、仕事や学校と行った関わりだけでなく、地
域や自然、また信じる力や祈りなど、あらゆるつながりの中で生
きています。あなたの「つながる」をご応募ください。

●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
　ほか特別賞あり
●写真サイズ
　一般の部／ A4
　ユースの部／２L（スマホ撮影可）
●審�査�員　下薗詠子　氏
●応募・問合せ　フォトコン2016応募係（政策課）
　　　　　　seisaku3@city.ichikikushikino.lg.jp

政策課（☎33-5672）フォトコンテスト作品募集

ホームページ

市政ニュース
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　６月12日に中央地区まちづくり協議会が指宿市開聞・山川方面へ、６月26日には生福地区まちづく
り協議会が鹿児島市喜入方面へ、それぞれ原子力避難経路・避難所の視察研修を実施しました。梅雨
時期であいにくの小雨模様でしたが、参加者は、実際の経路を辿り、避難施設を見学して、万が一の
場合の避難対応について確認しました。
　市では、このように随時、避難所等の見学や防災出前講座のご相談を受け付けています。ご希望の
際は、まちづくり防災課へご連絡ください。

■投票所　投票区は入場券に記載されています。

■期日前投票
　	　投票日当日に仕事や用務などの理由で投票所に行けない方は、事前に期日前投票をすることがで
きます。次の期間の土曜・日曜もできます。
　●期　　間　７月26日（火）～８月２日（火）　8:30～20:00
　●場　　所　市来庁舎１階会議室

　	　指定の病院等での投票や、船員の不在者投票の方法もあり
ます。詳しくは選挙管理委員会へお尋ねください。

まちづくり防災課（☎33-5631）

選挙管理委員会（☎21-5125）

原子力災害避難経路・避難所視察

海区漁業調整委員会委員選挙は8月3日（水）

大切な一票、棄権せず投票しましょう。
明るく正しい選挙をしましょう。

　明日の住みよい漁業の町をつくる
ため必ず投票しましょう。
　投票時間
　　８月３日（水）　
　　10:00～17:00

投票区 投　票　所　名

第１投票区 本浦交流センター

第２投票区 串木野市島平漁業協同組合

第３投票区 羽島中学校

第４投票区 市役所　市来庁舎

第５投票区 戸崎公民館

市政ニュース
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何かと子育てにはお金がかかるのよね・・・
　■未来の宝子育て支援金（福祉課　☎33-5618）
　　出生祝金、入学祝金、誕生日祝金を支給しています。

　■子ども医療費助成
　　中学卒業までの医療費が実質無料です。保険診療に係る自己負担を全額助成しています。
　■乳児紙おむつ購入費助成
　　乳児１人につき２万円を上限に紙おむつの購入費用を助成しています。
　■妊婦健康診査（健康増進センター　☎33-3450）
　　14回の妊婦健診がほぼ無料で受けられます。

不妊治療を受けたいんだけど・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　■特定不妊治療費助成（健康増進センター　☎33-3450）
　　体外受精や顕微鏡授精など高額になる不妊治療。１治療当たり10万円を限度に助成します。
　　今年から男性不妊治療にも助成しています。

仕事が終わるまで子どもを見てくれないかしら？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　■時間外保育（延長保育）
　　	保育認定を受けた子どもは通常の利用時間外に、認定こども園、保育所等で保育を受けることが
できます。

　■放課後児童クラブ
　　保護者が昼間働いている小学生を、小学校やそれぞれのクラブの施設などで放課後預かります。

子どもが病気・・・でも仕事もあるし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　■病児・病後児保育
　　	病気は治りかけているが、保育園や幼稚園などに通園できない状態の子どもを一時的に預かりま
す。預かる場所はあいあいきっず（いとう耳鼻科２階）です。

子どもの面倒も見てもらいたい。子どもの面倒を見てあげたい　　　　　　　　　　　　
　■ファミリー・サポート・センター
　　	小学生など子どもを預かり面倒を見たい人に、子どもを短時間預けます。子どもの保護者と預か
りたい人がファミリーサポートセンターに会員登録し、仲介はセンターが行います。

子育てに対する不安は誰にでもありますよね　安心して子育てができる　　　 ように市ではいろいろな助成制度をご用意しています

子育てで困っていること・気になることは何ですか？

※ご紹介する制度には、回数や対象者など条件が付いているものもあります。詳しくはお尋ねください。

出産祝金
　第１子　２万円
　第２子　３万円
　第３子以降　10万円

小学校入学祝金
５万円
　※第３子以降の子ども

誕生日祝金
　１歳から５歳までの誕生日
ごとに１万円
　※第３子以降の子ども

市政ニュース

18



子育てに対する不安は誰にでもありますよね　安心して子育てができる　　　 ように市ではいろいろな助成制度をご用意しています 福祉課（☎33-5618）

子育ての情報交換がしたいし、ママ友が欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　■子育て広場（酔之尾東団地子育て広場きらきら）
　	　酔之尾東公民館（集会室）で未就学児を対象とした子育て広場を週１回開設しています。
　■さわやか子育て支援センター（太陽福祉会太陽保育園２Ｆ　☎33-0192）
　　子育てについての相談や情報提供、サークル活動などの場です。

さわやか子育て支援センターってどんなところ？
　市は、地域子育て支援センター事業を太陽福祉会太陽保育園に委託し、乳幼児を持つ子育て家
庭の育児支援・育児相談を行っています。
・�子どもたちの健やかな成長を願い、子育て中のお母さん、お父さんをサポートする子育て応援
団です。妊婦さんもお気軽にご利用いただけます。
・参加申込は年間いつでも受け付けていて、参加は無料です。
・申込をされた方には、お便り「子育てひろば」を配布または郵送しています。

どのようなことをしているの？

子どもの育ちを支え
子育ての喜びや楽しみを実感できる活動

育児相談

離乳食講座

クリスマス会

フリーサークル

幼稚園講座

子育て講座

年齢別サークル

保育園講座

絵本講座

フリーマーケット
母乳講座

芋掘り

応急手当講習会

ママ＆キッズビクス

ベビーダンス

おひさま文庫
（絵本の貸し出し）

ベビーマッサージ＆
産後シェイプアップ体操

リズム＆親子ふれあい遊び

パパと遊ぼう

おじいちゃんおばあちゃんと遊ぼう

市政ニュース
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　近年の気候変動の影響を受けて、局地的に１時間に100ミリを超えるような大雨が降る傾向にあり
ます。また、「数十年に一度の・・・」、「今まで経験したことのないような・・・」といった災害が毎年
のように発生しています。
　災害から尊い命を守るためには、「早めの避難」が最も有効です。
　あわせて被害を軽減、被害を未然に防ぐためにも、今一度、「家の周りの危険箇所」を確認しましょう。
　また、「家の近くの避難場所」を確認しておきましょう。

※	大雨や台風の時、気象台は、さまざまな気象情報を発表します。テレビやラジオで発表される気象
情報や市役所・消防署からの情報に注意しましょう。

◎いざという時のために
　食料品・飲料水・乾電池・懐中電灯・携帯電話の充電器（電池式）等を備えておきましょう。なお、
備蓄したものは定期的に消費し、新しいものを補充するようにしてください。また、地震等に備え、
タンスや食器棚を固定するなどの対策を取りましょう。

１　土砂災害に備えて、早めの避難に心がけましょう！

家の周りの危険箇所、避難場所を確認するには・・・・

各家庭にお配り（平成25年３月）したハザードマップと学習冊子

「いちき串木野市防災ハザードマップ」を
ご覧ください！
●防災ハザードマップは、市内を５つの地域に分け、

　　◇避難所の場所

　　◇地域の海抜

　　�◇土砂災害の危険区域（土砂災害危険箇所、土砂災害警戒区域）

　　を記載してあります。

　�　また、「学習冊子」は防災ハザードマップの使い方や

　避難所一覧表などを記載してあります。

●いざという時のために、家の周りの危険箇所を確認し、早めの避難に役立てましょう。

　※防災ハザードマップは、市のホームページでもご覧になれます。

　　ホームページアドレス　　http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/

　※市役所串木野庁舎、市来庁舎にも準備してあります。

防災ハザードマップ

広げて自宅や避難場所などを
確認しましょう！

土砂災害の危険が高まる季節です　もう一度確認を！

市政ニュース
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土砂災害の危険が高まる季節です　もう一度確認を！

■防災・安全・安心情報
■子育て・福祉・医療情報
■イベント情報
■その他行政情報
■行方不明者情報
（届く情報は複数選択できます）

配
信
情
報

防災情報メール配信システムに登録を！

■登録方法

・左のＱＲコードから登録

・空メールを送信してその返信メールから登録

　送信先 bousai.ichikikushikino-city@raiden2.ktaiwork.jp

こんなことありませんか？
【症状１】　放送はちゃんと受信しているが、「電池を交換してください」とよく音声が流れる。
Ａ．�原因　�掃除機などを使用する際に個別受信機の電源コードをコンセントから抜いていませんか？

電源コードを抜いてしまうと電池が消耗し、数日で電池が切れてしまう場合もあります。
できるだけ電源コードは抜かないようにしましょう。

【症状２】　電源ランプ（緑色）はついているが、放送がまったく聞こえない。
Ａ．�原因　�落雷等により正常に動作していません。この場合、うら側の主電源スイッチ（黒色）を一旦切っ

て、再び入れ直してください。この操作で個別受信機がリセットされます。その後、時報
や定時放送を確認し、それでも症状が改善しない場合は、まちづくり防災課へご連絡くだ
さい。

　市では、各家庭に対し、防災行政無線機（個別受信機）の無料貸し出しを行っています。まだ設置さ
れていない方はまちづくり防災課へご連絡ください。

２　防災行政無線機を活用しましょう！

通常「電源」は「みどり」で
す。停電等により電池で
動いている時は「あか」に
なります。電池の動作時
間は新品で24時間が目安
です。

電池交換の仕方
●ここを押し上げて、中の電池を交換します。
●�電池は新しいものを（単二または単三のアルカリ電池が２
本必要です）

電池の交換時期が来たら
ここが「あか」になり、お
知らせします。

主電源スイッチ（黒色）
●落雷等の影響により、放送が全
く聞こえなくなった場合、このス
イッチを入れ直すことで再び聞こ
えるようになる場合があります。

おもて うら

まちづくり防災課（☎33-5631）

市政ニュース
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　平成28年度の排水設備指定工事店が決定しましたので、お知らせします。
　下水道を利用するには、家庭の台所・浴室・水洗トイレなどから発生する汚水を下水道へ流すため
の排水設備工事をしなければなりません。排水設備工事は、必ず、市の排水設備指定工事店（下表）に
依頼してください。
※	工事は希望される指定工事店に、工事費・施工方法などを相談・検討のうえ、直接指定工事店にお
申し込みください。

平成28年度いちき串木野市排水設備指定工事店（所在地別）
　【いちき串木野市内】	 	 	 	 	 　　　　　　　　（平成28年７月1日現在）
	 	 	

　【市外】

上下水道課（☎21-5157）排水設備工事は市の指定工事店へ

指定工事店の名称 所　　在　　地 電話番号 指定工事店の名称 所　　在　　地 電話番号

㈱上野組 上名2236 32-8221 ㈱西別府弘組 別府3204 32-3404

㈲上原施設 大里4002-4 36-4703 ㈲西牟礼建設 川上4486 36-2282

㈱榎元組 照島5549 32-2374 ㈲ハマベ鉄工設備 羽島947-16 35-1322

海江田電機㈱ 大原町69 32-4131 ㈲福薗建設 住吉町11247 32-3362

㈲久電社 東島平町7896 32-6485 ㈲藤田設備工業所 羽島3533 35-0053

㈲久木山建設 日出町87 32-3663 ㈲古川建設 中尾町8 32-2867

串木野建設工業㈱ 生福8791 32-4354 ㈲別府電気商会 元町219 32-2633

久保建材土木㈲ 大里4955-1 36-4646 ㈱外薗総合住宅設備 汐見町55-7 24-7777

㈲坂口組 浜ヶ城12062-4 32-0553 ㈱マエダ 御倉町10-1 32-9078

㈲須納瀬設備工業所 御倉町137 32-2609 ㈲前屋設備 住吉町146 32-3692

㈲芹ヶ野建設 汐見町70 33-0711 ㈱馬込建設 春日町79 32-3427

高野組㈲ 野元20910-2 32-2376 丸善設備工業㈱ ひばりが丘5857-3 32-9928

テクノ住設 住吉町11273 32-6213 ㈲萬造寺組 羽島7795 35-1245

㈲寺田設備 住吉町167 32-2802 ㈱満留建設 野元21809 33-1323

西原設備 大里4756-4 36-4674

旭機工㈱ ㈲後藤水道設備 ㈲せいすい技業 鶴丸興業㈱ ㈱福水工業 ㈲瑞穂商会

旭工業㈱ ㈲小堀水道 ㈲第一水道 ㈱徳田設備工業 ㈱福元興業 蓑茂住宅設備

㈱イシタケ ㈱桜井 ㈲大誠電機 徳永電機㈱ ㈲渕脇電設 ㈱鹿工設備

岩元施設 ㈱薩摩水道 ダイヤテック㈱ ㈲中村商会 ㈲宝楽水道設備 ㈲脇電器

上野工業㈱ 三堂設備 髙柳水道㈱ ㈱南開設備 ㈲外園設備

エス工業㈱ ㈱柴田設備 田中石油ガス㈱ 日光設備㈱ 松尾設備

大庭設備 十文字工業㈱ 谷口水道工事店 濵田設備 ㈱マツオ電設

鹿児島物産㈱ ㈱匠蔵 中央工業㈱ ㈲平田環境設備 ㈲松本設備

㈲上白石水道設備 新光設備 ㈱司工業 平野設備工業 マルユー工業㈱
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社会教育課（☎21-5128）地域の子どもは、地域で育てましょう！

１　大人が変われば子どもも変わる「みんながアドバイザー」運動の推進
２　市民総ぐるみの「あいさつ運動」の展開
３　毎月第３土曜日を中心とした青少年の地域活動やボランティア活動の推進
４　非行・被害防止対策、社会環境浄化活動の徹底
５　子どもの読書活動の推進

中学校区 各中学校区の主な取り組み

串木野中校区

○あいさつは自分から進んで大きな声で
○地域行事に進んで参加する
○夜９時以降のメディア使用禁止など、家庭でのルールづくりを
○親子で一緒に読書を

串木野西中校区

○先手、ストップ、スマイル（３Ｓ）を継続
○地域行事などで異年齢の活動を
○あいさつが防犯につながる
○「毎月23日は読書の日」の取り組み
○これらの取り組みをどのようにして多くの人へつなげるかが課題

羽島中校区

○下校時のあいさつがもっとしっかりできるように声かけをする
○大人がモデルとなる　　　　　　○９月10日（土）にあいさつ運動を行う
○伝統的な地域行事を通して青少年活動を行う
○夜９時以降はノーメディアを推進していく

生冠中校区

○それぞれの立場で接点のある大人の方にアドバイスをしてもらうようにする
○大人の方から積極的にあいさつをする
○第３土曜日にこだわらず、地域活動等を行う
○	ネット犯罪防止のため PTA から保護者への注意喚起や、ネット依存対策のために夜９
時以降メディアの使用を制限するなど、保護者が管理・指導する
○「毎月23日は読書の日」の取り組み

市来中校区

○市民総ぐるみのあいさつ運動を継続（大人のあいさつを喚起）
○自転車の安全運転指導
○「文章力」「理解する力」をつけるため、読書を習慣づける
○「毎月12日は命の日」を継続

◎夏休みは夕方６時になったら家に帰りましょう！　◎夜９時以降ノーメディア！
◎ゲームセンターやカラオケボックスなどへ行く時は保護者同伴で！

　青少年健全育成の取り組みについて話し合うため、５月と６月にそれぞれ市青少年健全育成市民会
議と地域教育振興協議会が開催されました。会では、３年前から取り組んでいる「市民総ぐるみのあい
さつ運動」を中心に、重点目標や、中学校区ごとの今年度の実践目標等について意見が交わされました。
会の結果は次のとおりです。家庭・学校・地域などで子どもたちを見守り、育てていきましょう。

�青少年健全育成市民会議で話し合われた主な内容
【基本方針】
　「地域の子どもは地域で育てる」という本市に息づく伝統的風土をさらに醸成することを目標に「大人
が変われば子どもも変わる」を合言葉に「みんながアドバイザー」運動や「あいさつ運動」を積極的に推
進し、一人一人が、大人として、家庭人として、地域社会に生きる人として、それぞれの立場から自
発的に青少年に関わり、市民総ぐるみで青少年の健全育成を推進する。
【重点目標】

�地域教育振興協議会で話し合われた主な内容

※メディアとは、テレビ、パソコン、携帯電話、スマホ、ゲーム機などを表します。
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地域包括支援センター（☎21-5172）

　平成18年の国の調査では、65才以上の認知症
高齢者の割合は８％、それが平成22年の調査
では15％に上昇し、認知症高齢者の割合は増
加しています。そこから推計すると、現在、本
市では少なくとも約1,500人の方が認知症と思
われます。認知症は誰にでも起こりえる病気で
す。みんなが認知症について正しく理解するこ
とで、認知症になっても住み慣れた地域で安心
して暮らせるまちの実現を目指しましょう。

■認知症を引き起こす原因
　認知症の原因となる脳の病気には、いろいろなものがありますが、代表的なものは次の４つの病気です。

認知症を
学び
地域で
支えよう

第1回
認知症の原因と症状　理解への第一歩は知ることから

（％）
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（65歳以上の高齢者がいる8世帯に1人）平均7.8%

33.9％
75歳以上では2,134千人（5人に1人）

認知症の有病率

平成18年における認知症高齢者の年齢階級別の有病率

認知症は高齢者に多い疾患で、年齢を重ねるごとに有病率は増加する

平成18年の人口は総務省統計局人口推計月報平成18年5月確定値を使用。
65歳以上：26,021千人、75歳以上：11,885千人

［本間昭（東京都老人総合研究所）：日本薬理学雑誌 2008；131（5）：347- 350］
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地域包括支援センターをご利用ください。無料です！
・認知症サポーター養成講座・・・・認知症をより理解することができます。
・認知症初期集中支援チーム・・・・認知症の方の支援を行っています。

相談も随時受け付けています。お気軽にご相談ください。

アルツハイマー型認知症
脳内で異常なたんぱく質がつくられ、脳細胞が
少しずつ死んで失われ、脳が委縮して機能が全
般的に低下していきます。比較的初期から記憶
障害が現れ、意欲の低下や感情が乏しくなりが
ちです。

脳血管性認知症
脳梗塞や脳出血など脳血管疾患のために、脳細胞の働きが失わ
れることで発症します。画像診断で発見しやすく、多くは体の
しびれや麻痺などを伴います。脳卒中発作を繰り返すたびに段
階的に進行し、感情のコントロールがうまくできず、ささいな
ことで怒ることがあります。

レビー小体型認知症
脳内に「レビー小体」という特殊な物質が蓄積さ
れた結果、脳細胞が損傷を受けて発症する認知
症です。手足のふるえ、筋肉の硬直などのパー
キンソン症状や幻視が現れるのが特徴です。

前頭側頭型認知症
脳細胞が少しずつ壊れ、前頭葉や側頭葉前方が目立って縮んで
いく認知症です。時刻表通りの行動や本能の赴くままに行動し、
社会的な問題を起こすこともあります。また、真剣に考えなかっ
たり、収集癖があったりします。

■認知症の症状
　程度の差はありますが、すべての認知症の人に起こる中核症状と、本人がもともと持っている性格や環
境など様々な要因が絡み合って起こる行動・心理症状があります。
　中核症状�� …………… �記憶障害（新しいことが覚えられない）、見当識障害（時間、日付、季節感、場所

などがわからなくなる）、実行機能障害（旅行や料理など計画や手順を考え、それ
にそって実行することが困難になる）など

　行動・心理症状�� …… 妄想、幻覚、徘徊、攻撃的な言動、不眠、抑うつ状態、異食など

認知症は高齢者に多い病気です。年齢を
重ねるごとに有病率は増加します。

（H18時点）
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（65歳以上の高齢者がいる8世帯に1人）平均7.8%

33.9％
75歳以上では2,134千人（5人に1人）

認知症の有病率

平成18年における認知症高齢者の年齢階級別の有病率

認知症は高齢者に多い疾患で、年齢を重ねるごとに有病率は増加する

平成18年の人口は総務省統計局人口推計月報平成18年5月確定値を使用。
65歳以上：26,021千人、75歳以上：11,885千人

［本間昭（東京都老人総合研究所）：日本薬理学雑誌 2008；131（5）：347- 350］
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健 康 な ま ち づ く りシリーズ

（H18時点）

串木野健康増進センター（☎33-3450）

 むし歯はなぜできる？

 糖分の摂取回数を減らすことが重要です！!

●むし歯ができるには４つの要素が必要です。
　それは、『歯』と『菌』と『糖』。そして ､この3つ
が重なっている『時間』が ､長ければ長いほど ､
または回数が多ければ多いほどむし歯になる可
能性は高くなります。

●�糖分を摂るときには時間と量をきちんと決めましょう。
●寝る前の飲食は最も危険です。
　寝る30分前には水 ･お茶以外のものは飲食しないように
しましょう。

　むし歯予防のために何をされていますか？？やはり『歯磨き』でしょうか。
　私たちは子どもの頃から､むし歯にならない為に歯磨きをするように言われてきました。
　しかし､ほとんどの人が歯磨きをしているのにむし歯ができています。
　どうしてなのでしょう？歯磨きによるむし歯予防は本当に正しいのでしょうか？

食生活とむし歯のなりやすさ

●�『脱灰』とは歯の成分であるカルシウムやリンが溶け
出ることをいい ､食事のたびに起こります。
●�『再石灰化』とは ､脱灰のときに溶け出たカルシウム
などの成分を歯に戻すことをいい ､これは唾液の作
用で戻ります。
●�上の図のように間食や甘いものを摂っている時間が
長ければ長いほど ､または摂る回数が多ければ多い
ほど脱灰が進み ､むし歯はできやすくなります。

むし歯予防には
『再石灰化』が大切
　歯の『再石灰化』を
　　　　　促進するもの
●規則正しい食生活。
●�よく噛んで唾液をたくさん
出す。
●�歯磨きでお口の中を清潔に
保つ。
●フッ化物（フッ素）の使用。
　・�日頃からのフッ素入り歯
磨き粉の使用。

　・�歯科医院での定期的なフッ
素塗布　　　など

※�むし歯予防をするためには
お口の中が清潔であること
が大前提ですが ､ 歯磨きだ
けではむし歯を予防するこ
とはできません。間食を含
む食事の時間の間隔をしっ
かりと空け ､ むし歯予防に
努めましょう。

『むし歯予防＝歯磨き』は間違い？

規則正しい
食生活

間食が多い
食生活
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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

　今年３月に県内で息子を名乗る電話で「会社のお金を株に使
い果たしてしまった。東京までお金を持ってきてほしい」と、
東京まで現金を持参させ、被害にあう事案が発生しています。

　また、本年５月に宮崎県で、息子を名乗る男から「会社の金
を経理の人と２人で株に使い込んだことがばれた」と複数回に
わたり電話があり、男から指示された福岡駅付近の路上で、
５回にわたって現金4,000万円を手渡し、被害にあっています。

　宮崎県では、息子を名乗って現金を要求し、博多駅や熊本
等に持参させるオレオレ詐欺の電話が相次いでおり、今後、県内に波及する恐れがありますので、十分
注意しましょう。

被害を防ぐためには
　○新しい携帯電話番号を言われても、子どもの前の携帯に必ず電話して事実を確認しましょう。
　○鹿児島弁を使ったり、世間話をするなどして、本当の子どもか確認しましょう。

熊本地震に便乗したうそ電話詐欺に注意
　市内において、市役所職員を名乗る女２人が訪問し、熊本地
震の義援金を求める事例が発生しています。
　今後、災害復興をかたったうそ電話詐欺や訪問販売などの発
生が懸念されます。

こんな時はうそ電話詐欺を疑え！
○災害復興をかたった投資の勧誘電話やパンフレット
○�市役所職員、公的機関やそれらしい団体を名乗る義援金
や見舞金の協力
○身に覚えのない個人や団体から義援金等の募集電話
○震災に関係する調査、訪問、メール、ファックスなど

　こんな時は、相手の身元を確認するなどして、被害に遭
わないようにしましょう。

　大規模自然災害発生後やマイナンバー制度、オリンピック開催等、その時々の社会の出来事に便乗し
て、言葉巧みに騙す手口のうそ電話詐欺が発生しています。あやしい電話やメール、ファックスが来たら、
ひとりで判断・解決しようとせず、お金を送付する前、手渡す前に、信頼できる人や家族、警察に相談
しましょう。

息子を名乗った上京型のオレオレ詐欺に注意

うそ電話詐欺防犯情報　あやしい電話にご用心!! あなたのお金を狙っています。

市内で
市役所職員を名乗る
義援金詐欺が発生

鹿児島に
上京型オレオレ詐欺

上陸か！？
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　児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給してい
る方は、毎年、現況届・所得状況届を提出する必
要があります。届を提出しないと、手当が支給停止、
もしくは受給資格を喪失することになります。
　該当する方には、書類を送付しますので、必ず
期限内に提出してください。（支給停止中の方も提
出してください。）
●提出期限
　児童扶養手当現況届
	 	 ８月１日（月）～８月31日（水）
　特別児童扶養手当所得状況届
	 	 ８月12日（金）～９月12日（月）
●提出場所
　串木野地域に居住・・・串木野庁舎福祉課
　市来地域に居住・・・・市来庁舎市民課

　現在ご使用中の保険証は、８月１日で更新され
ます。
　今回「有効期限　平成29年７月31日」と記載され
た新しい保険証を７月末までに自宅等へ郵送しま
すので、届いたら住所や氏名等に誤りがないかご
確認ください。
　８月１日以降に医療機関を受診する際は、新し
い保険証を窓口に提示してください。
※	８月以降も限度額適用・標準負担額減額認定証
の要件に該当する方は、新しい認定証を保険証
と一緒に送付します。
●問�合�せ　健康増進課保険給付係　☎33-5613
　　　　　　市来庁舎市民課健康福祉係　☎21-5117

　毎年８月15日は「戦没者を追悼し平和を祈念する
日」です。次のとおり、戦没者追悼式を行います。
　本年度は、市民文化センターで開催いたします。
　遺族関係者をはじめ、児童生徒やその保護者な
ど市民の皆さまの多数のご参列をお願いします。
●日　　時　８月15日（月）　10:00～
●場　　所　市民文化センター

　現在ご使用中の国民健康保険証の有効期限は、７
月31日までです。８月１日以降は、新しい保険証
でないと診療は受けられません。
　まだ切り替えがお済みでない方は、７月中に串
木野庁舎健康増進課もしくは、市来庁舎市民課で
切り替えをお願いします。
●切り替えに必要なもの
　①	現在使用している保険証（遠隔地等にある保険
証　	・　	も切り替えます）

　②	印鑑（代理で切り替えをされるときは、代理人
の印鑑）、スタンプ印不可

　※　	保険証の切り替えには、在学証明書が必要です。
●同時切り替え
　	　今回は、下記の切り替えも同時に行います。お
持ちの方は保険証と世帯主の印鑑をご持参くだ
さい。
　・国民健康保険限度額適用認定証（オレンジ色）
　・	国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認
定証（ベージュ色）

　・国民健康保険特定疾病療養受療証（白色）

　被爆71周年を迎える広島市および長崎市では、
今年も原爆が投下された日に平和祈念式典が挙行
されます。
　この式典では、全世界に向け核戦争の悲惨さと核
兵器の廃絶を強く訴える「平和宣言」を行い、広島
に原爆が投下された８月６日午前８時15分と長崎
に原爆が投下された８月９日午前11時２分に、１
分間の黙とうを捧げます。
　つきましては、この趣旨をご理解いただき、市
民の皆さまにおかれましてもご家庭、職場などで
黙とうを捧げられますようお願いいたします。

　鹿児島県出身沖縄戦没者追悼式への参列を希望
される遺族の方を募集します。
●日　　時　11月８日（火）
　　　　　　※前日からの団体行動になります。
●場　　所　沖縄県糸満市摩文仁の丘　鹿児島霊園
●対�象�者　	沖縄及び沖縄近海での戦闘で戦没し

た方の配偶者及び三親等以内の遺族
●募�集�数　９名（申込み多数の場合は選考）
●申込期間　８月１日（月）～８月31日（水）
●申�込�先　串木野庁舎福祉課　子育て支援係
　　　　　　市来庁舎市民課　健康福祉係
●問�合�せ　県庁社会福祉課　☎099-286-2840
　　　　　　福祉課　子育て支援係　☎33-5618
　　　　　　市来庁舎市民課健康福祉係　☎21-5117

学

学

遠

おしらせ版おしらせ版

８月は後期高齢者医療制度保険証の更新月です
健康増進課（☎33-5613）

原爆死没者の慰霊と平和祈念の黙とうについて
福祉課（☎33-5618）

「鹿児島県出身沖縄戦没者追悼式」参列遺族募集
福祉課（☎33-5618）平成28年度　戦没者追悼式

福祉課（☎33-5618）

国民健康保険証の切り替えはお済みですか
健康増進課（☎33-5613）

児童扶養手当現況届・
特別児童扶養手当所得状況届の提出

福祉課（☎33-5618）
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　夏の解放感、暑さによる疲労、レジャー先での交
通量増加などによる交通事故が懸念されます。次
のとおり交通安全運動を実施します。交通事故防
止に努めましょう。
（実施期間）
　７月21日（木）～７月30日（土）までの10日間
（スローガン）
　鹿児島の夏！　マナーが輝く　快適ロード
（運動の最重点）
　子どもと高齢者の交通事故防止
　推進事項：	「つけてますか？運動」・「プラス１運

動」の展開等
（運動の重点）
　（1）飲酒運転・暴走等無謀運転の根絶
　　　～「飲酒運転８（やっ）せん運動」の展開～
　（2）	後部座席を含めた全ての座席のシートベルト

とチャイルドシートの正しい着用の徹底
　　　～	全席ベルト着用！！「します・させます運

動」の展開～
　（3）自転車の安全利用の推進
　　　～特に、「自転車安全利用五則」の周知徹底～

　花火のシーズンです。花火遊びをするときは、火
災や事故が起こらないように注意しましょう。

火災や事故を防ぐポイント！
●�幼児など子ども達だけでの花火遊びはやめさせ
ましょう。
●花火に書いてある遊び方を必ず守りましょう。
●�花火を人や家、燃えやすいものに向けないよう
にしましょう。
●風が強いときは、花火遊びはやめましょう。
●�吹出し、打ち上げなどの筒も
のは、途中で火が消えても筒
をのぞいてはいけません。
●�水バケツなど消火準備をして
遊びましょう。
●後始末を必ずしましょう。

　４月に発生した熊本地震で被害を受けた皆様に
税務署からのお知らせです。
　このたびの地震災害により、国税についての申
告、申請、納税などを期限までにできないときは、
所轄税務署への申請により次のような期限の延長
などができる場合があります。
　・申告、納付などの期限の延長
　・納税の猶予
　・予定納税の減額
　・納税証明書の無料発行　ほか
　詳しくは熊本国税局のホームページをご覧いた
だくか伊集院税務署（☎099-273-2541自動音声案
内）にお尋ねください。

　鹿児島県人事委員会と鹿児島県警察では、警察
官Ｂ（高校卒業程度）の採用試験の受験者を募集し
ます。
●受付期間
　（インターネット）８月３日（水）～８月17日（水）
　（持 参 ・ 郵 送）８月３日（水）～８月19日（金）
●第一次試験日　９月18日（日）
　　　　　　※	受験資格・受験手続等の詳細は、県

警ホームページをご覧になるか警
察本部、警察署へお問い合わせく
ださい。

●問�合�せ
　鹿児島県警察本部警務課採用係　☎099-206-0110
　いちき串木野警察署警務課　☎0996-33-0110

　予約制ではありません。会場へ直接お越しくだ
さい。
●日　　時　８月６日（土）　9:30～15:00
●相談会場　	かごしま市民福祉プラザ
　　　　　　５階大会議室（鹿児島市山下町15-1
　　　　　　ボランティアセンター）
●相�談�料　無　料
●相談内容
　	　交通事故による損害賠償、土地建物の売買・譲
渡、金銭の貸借、土地の境界等をめぐる民事上の
もめごとや、婚姻、離婚、夫婦・親子関係、扶養、
相続等に関する家族・親族間のもめごとなどに
ついての調停手続の利用に関して
●相�談�員　民事調停委員、家事調停委員
　　　　　　※相談者の秘密は固く守られます。
●問�合�せ　鹿児島調停協会
　　　　　　☎099-222-7121（内線4550）

熊本地震の被災者の方へ
税務課（☎33-5616）

鹿児島調停協会による『無料調停相談会』
総務課（☎33-5626）

警察官採用試験
まちづくり防災課（☎33-5631）

ルールを守って楽しい花火
消防本部（☎32-0119）

夏です！交通安全運動です！事故防止に努めましょう！
まちづくり防災課（☎33-5631）

花　火　遊　び　は
迷惑にならない場所と時間と後始末！
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　予約制による年金相談です。年金についてわか
らないこと、過去に厚生年金・船員保険などに加
入されていた方もご相談ください。
●日　　時　８月16日（火）　10:00～15:30
●場　　所　串木野庁舎　地下大会議室
●相�談�員　川内年金事務所職員
●申込期限　８月９日（火）
●相談当日持参するもの
　・年金手帳または基礎年金番号通知書
　・	身分を証明するもの（運転免許証、保険証、パ

スポート等）
　・代理の場合、委任状と身分証明書

●日時・場所

●申請期限　８月３日（水）まで
●申請受付　猟友会会長　節政一三　☎32-1618
※	講習料 ･ テキスト代 ･ 手数料等が必要になりま
す。

　鳥獣による農作物被害の防止・軽減を図るため、
農家自ら鳥獣捕獲を適切に実施できるよう、狩猟
免許取得と捕獲技術の習得を支援します。
●支援対象者
　	　鳥獣による被害を受けている農業者や集落の
代表、農業法人の従業員など。なお、支援を受
けるためには申込時に市への申請が必要で、免
許取得後は猟友会へ加入することが条件です。
●内　　容
　・	狩猟免許取得に向けた狩猟者講習会受講料の

助成
　・狩猟免許取得者に対する研修会の開催
　・狩猟免許取得者に対する実技の指導
●申込期限　８月３日（水）
※	詳しくは、猟友会会長　節政一三（☎32-1618）ま
たは、農政課（串木野庁舎）へ。

　文化の継承や地産地消の推進を目的として、生
活研究グループでは、郷土料理教室を開催します。
　地元の食材をふんだんに使って、懐かしいおふ
くろの味を手作りしてみませんか。
●日　　時　	８月８日（月）　9:30～13:00
　　　　　　（受付9:00～）
●場　　所　中央公民館　調理室
●対�象�者　市民ならどなたでも（先着20名）
●受�講�料　無料（材料費のみ500円程度）
●内　　容　地域の食材を使った郷土料理の実習
　　　　　　	（さつますもじ・豚骨・へちま汁など）
●持�参�品　エプロン、三角巾、材料費
●申込期限　８月２日（火）
●申�込�み　	生活研究グループ会長　松下
　　　　　　（☎32-1155）または農政課へ

　今年も、色とりどりの案山子でにぎわう季節が
やってきました。案山子を見ながら審査をしてみ
ませんか。
●展示期間　８月11日（木）～９月25日（日）
●審査期間　８月21日（日）～９月３日（土）
　	　誰でも審査できます。審査用紙は会場に準備
してあります。
●展示場所　生福交差点近く県道沿い
●駐�車�場　ふれあい大吉会生福支所
　　　　　　（旧ＪＡ生福支所）
●問�合�せ　生福地区まちづくり協議会事務局
　　　　　　☎32-4869（生福交流センター）

　かごしま検定の問題は、かごしま検定公式テキ
ストブックを中心に、鹿児島の自然、歴史、文化、
地域の特徴、政治 ･ 経済 ･ 産業の分野から出題さ
れます。
●試�験�日　９月７日（水）
●試験会場　いちき串木野市他県内９商工会議所
　①マスター試験（標準クラス）
　　試験時間　10:00～（制限時間60分）
　　受験資格　特になし
　　選択式50問（100点満点中70点以上で合格）
　②シニアマスター試験（上位クラス）
　　試験時間　13:30～（制限時間60分）
　　受験資格　マスター試験の合格者
　　選択式50問（100点満点中80点以上で合格）
●受�験�料　両試験とも3,240円（税込）
●申込期間　８月10日（水）まで
●問�合�せ　いちき串木野商工会議所　☎32-2049

「かごしま検定」開催
観光交流課（☎33-5640）

年金相談所を開設
市民課（☎33-5612）・市来庁舎市民課（☎21-5114）

狩猟免許試験（初心者）と講習会の開催
農政課（☎33-5635）

狩猟免許取得に対する支援について
農政課（☎33-5635）

第４回生福案山子コンテスト（創作人形展）開催
まちづくり防災課（☎33-5632）

～伝えたい、広めたい、郷土の“食”～
「かごしまの味」料理教室開催

農政課（☎33-5635）

講
習８月７日（日） 9:00～

（受付8:30～）
日置市中央公民館
（伊集院町郡1-100）
☎099-273-1919

試
験８月21日（日） 9:00～

（受付8:30～）
県鹿児島地域振興局

日置庁舎
（伊集院町下谷口1960-1）
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　食育料理教室「第２回いちき串木野キッズシェフ
~let’s	make	world	cooking」を開催します。
●日　　時　８月８日（月）　10:00～13:00
●場　　所　いちき串木野市総合観光案内所　研修室
●対　　象　小学校４～６年生
●内　　容　「いちき串木野食材等で作るフランス料理」
●講　　師　Table	de	chic
　　　　　　オーナーシェフ　寺地　貴子　氏
●材�料�費　500円
●当日の準備物　	エプロン・三角巾・タオル・ふきん・

上履き・筆記用具
●募集人員　25名（定員になり次第締切　市民優先）
●募集期間　７月22日（金）～８月４日（木）
●申込・問合せ　食のまち推進課

●日　　時　８月22日（月）から
●会　　場　多目的グラウンド（全試合ナイター）
●チーム編成　20歳代：２人　30歳代：３人
　（年代別）　40歳代：３人　50歳代：１人
　　　　　　※	20歳代は高校生以下を除く社会人

とします。
●参�加�料　１チーム：5,500円（主将会時納金）
●主�将�会　８月４日（木）　18:30～
　　　　　　多目的グラウンド管理棟
●試合時間　第１試合19:30～　第２試合20:30～
●参加資格　	各公民館に居住している方（住所のあ

る方）
●申込期限　８月４日（木）　17:00まで（土・日除く）
●申込・問合せ　	いちき串木野市ソフトボール協会事

務局（福祉課	後潟　☎33-5618）

●開�催�日　８月29日（月）～８月30日（火）
●場　　所　	グリーンファーム鹿児島市観光農業

公園
●対�象�者　市内に住む小学生（１年～６年）
●内　　容　	ウォークラリー・農業体験・キャン

プなど
●募集定員　50名（定員になり次第締切）
●参�加�料　6,500円
●申込期限　８月15日（月）まで
●申　　込　指定管理者（株）日本水泳振興会
　　　　　　Ｂ＆Ｇ海洋センター　☎32-8994

　夏休みに作成した作品や、一年間掛けて採集し
た標本等について、専門家に教えてもらいながら
一緒に名付けをしましょう。
　名前を調べたい標本を会場にお持ちください。
　未就学児童から中学生まで、どなたでもお越し
いただけます。多くの皆様のご参加をお待ちして
おります。
●日　　時　８月16日（火）
　　　　　　10:00～16:00（受付～15:00）
●場　　所　市来地域公民館
●対　　象　植物・貝・岩石
　　　　　　（昆虫は実施しません）
●参�加�費　無料

　市内全小・中学校から代表の児童生徒が集まっ
て、いじめのない明るい学校・地域を築くための
スローガンについて話し合います。ここで話し合
われたスローガンを受けて、各学校で１年間、あ
いさつやボランティア活動などに取り組みます。
　どなたでもご覧いただけます。多くの皆様の参
加をお待ちしております。
●日　　時　８月２日（火）　13:40～15:00
●場　　所　いちきアクアホール（多目的室）

B&G「サマースクール INグリーンファーム」参加者募集
市民スポーツ課（☎21-5129）

植物等採集物名付け会
学校教育課（☎21-5127）

子どもサミット
学校教育課（☎21-5127）

いちき串木野キッズシェフ参加者募集
食のまち推進課（☎33-5621）

公民館対抗市長旗争奪ナイターソフトボール大会
市民スポーツ課（☎21-5129）

～地かえて祭り～の「地かえて」とは・・・
　中国の孟子の言葉「地易皆然（ちをかうれば
みなしかり）」から引用したものです。
　「互いに地位・境遇を異にするから、行う所
が違うのであるが、その立場をとりかえれば
皆行う所は同一になる」という意味で、市内の
商工業・農林業・水産業が業種を越え一致団
結し、祭りを盛り上げていこうという意気込
みが込められています。
●開�催�日　10月29日（土）～30日（日）
●場　　所　串木野新港隣接会場
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！！

７月28日は日本肝炎デーです
　肝炎の無料検査が受けられます。今まで肝
炎検査を受けたことのない方はこの機会をご
利用ください。

●予約・問合せ　上記保健所へ

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.2

おかげさまで
15回目を迎えます

検査会場 電話番号 無料検査日

伊集院保健所 099-273-2332 7/25（月）
17:00～19:00

川薩保健所 0996-23-3165 7/26（火）
17:00～19:00
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　楽しいお話と夏らしいレクリエーションを行い
ます。夏の夜のひとときを一緒に楽しみませんか。
●日　　時　８月７日（日）　18:00～（１時間程度）
●場　　所　市来地域公民館　第１・２研修室

　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』の希望者は予約が必要です。（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

●日　　時　８月３日（水）　13:30開演
●場　　所　いちきアクアホール　２Ｆ多目的室
●内　　容　児童向けアニメの上映

　納期限内の納付にご協力ください。
　今月の口座振替日は、７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　未来に残す　みんなの学校
（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（６月届出分）

固定資産税　　　　　第２期 ８月１日

相	談	場	所
及　び
相	談	時	間

相談種別
相　談　日

相談員５日 12日 19日 26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

２日 ９日 16日 −
心配ごと
相 談 員

火 火 火 −

○ ○ ○ −

８月の移動図書館車巡回日程
市立図書館（☎33-5655）

夏休みスペシャルおはなし会
市立図書館（☎33-5655）

ミニシアター
市立図書館（☎33-5655）

８月の心配ごと相談
社会福祉協議会（☎32-3183）

７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 2日（火）
荒川小休み ９コース 11日（木・祝）

生冠中休み

2コース 3日（水）
旭小休み 10コース 休み

3コース 4日（木）
冠岳小休み 11コース 19日（金）

9:30～

4コース 19日（金）
10:50～ 12コース 休み

5コース 休み 13コース 19日（金）
10:50～

6コース 休み 14コース 休み

7コース 12日（金）
川上小休み 15コース 25日（木）

川上小休み

8コース 22日（月）
西中休み

故　人 年齢 住所または 
公 民 館 喪主または届出人

冨　永　京　子 72 萩元上 冨　永　　　享
重　田　初　行 91 草　良 重　田　　　昇
錦　戸　洋　子 82 塩屋町 錦　戸　茂　樹
橋　口　房　子 87 旭　町 岡　田　京　子
三　原　清　志 80 宇　都 三　原　千代己
中　原　カスミ 93 照島下 山　元　秀　子
塩　屋　庄　次 89 土　川 松　﨑　ゆり子
松　島　ミツエ 94 寺　迫 東瀨戸　晴　美
村　濵　則　良 87 浦和町 村　濵　キセ子
岩　切　美喜男 79 浜　西 岩　切　トモ子
下　池　米　雄 80 金　山 下　池　久　子
平　石　タマ子 93 浜　東 平　石　哲　朗
長　　　和　子 83 曙　町 長　　　順　子
石　原　慶　英 79 本浦東 勘　場　美千代
下　村　増　夫 93 岳　釜 下　村　セツ子
大　迫　信　夫 93 松　原 大　迫　一　信
川　畑　ミ　カ 93 宇　都 津　森　久美子
所　﨑　タ　ヱ 95 八　房 所　﨑　忠　夫
栫　　　政　實 79 曙　町 栫　　　公　子
前　田　彬　清 84 麓 前　田　郁　子
新　川　勝　美 79 恵比須町 新　川　久　子
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5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。

野﨑　唯
ゆい

花
か
ちゃん

（ウッドタウン）

古薗　 隆
りゅう

之
の

介
すけ
くん

（潟小路）

久保　優
ゆう

佳
か
ちゃん

（天神町）

西田　篤
あつ

人
と
くん

（平江）

宝来　悠
ゆう

叶
と
くん

（麓）

室屋　晴
はる

人
と
くん

（袴田）

松原　煉
れん
くん

（緑町）

木下　碧
あお

唯
い
ちゃん

（桜町）

明るく元気ですくすく育ってね。
父：和生さん・母：里子さん

元気に産まれてきてくれて
ありがとう♡

父：隆士さん・母：裕子さん

産まれてきてくれてありがとう
父：勇介さん・母：かおりさん

たくさんの“人”に恵まれて
キラキラ輝く君であれ！

父：聡史さん・母：景子さん

明るく元気な子に成長してね♡
お姉ちゃんに負けるな !!

父：祐貴さん・母：美里さん

お姉ちゃんと仲良く、
元気にすくすく成長してね

父：伸吾さん・母：小百合さん

ママとパパのところに
生まれてきてくれてありがとう♡

父：厚さん・母：愛さん

お兄ちゃんお姉ちゃんと仲良く
元気に大きくなってね！

父：哲也さん・母：美歩さん

火事はダメだよ
今月串木野保育園に発足した幼年消防クラブで誇らしげにワッペンを見せる園児たち。
年間通して火災予防や避難訓練に取り組みます。特集でも紹介した羽島大火から今年で
50 年。犠牲者は出なかったものの悲惨な火事でした。この子たちのまっすぐな眼差しに
応えられるよう安全なまちづくりに取り組んでいかなくてはと思います。

今月のカバー


