
食品総合卸売商社　岩田産業㈱と
立地協定� 政策課（☎33-5628）

　業務用食品を取り扱う岩田産業株式會社と、市
は、９月21日、立地協定を締結しました。
　同社は、九州内で25000店に食品等を卸しており、
今後、ますます食の外部化が進むことが見込まれる
なか、鹿児島県西部地区をカバーする営業所と倉庫
を兼ねた建物を西薩中核工業団地に約２億８千万
円かけて新設します。
　岩田章社長は、「食の会社として、食のまちに立
地するのも何かの縁を感じる。今後行政と連携をと
り、地場のものを流通させていきたい」と意気込み
を話しました。

市内郵便局がまちの安心・安全に協力
� 総務課（☎33-5626）

　９月28日に市と市内郵便局９局が「地域における
協力に関する協定」を締結しました。
　この協定は、市内の隅々まで構築された郵便局の
ネットワークを活用し、郵便局員が業務中に高齢
者や子どもなどの異変に気付いた時や道路の異状、
不法投棄等を発見した場合に市へ情報提供される
ものです。
　冨永伸博羽島郵便局長は、「毎日の配達で情報が
入りやすいので、地域に貢献できればうれしい」と、
話しました。
　今後も市内郵便局と連携し、安心・安全なまちづ
くりに向け取組を推進していきます。

トラック協会から苗木が
贈られました� 農政課（☎33-5635）

　鹿児島県トラック協会は、地球温暖化の原因とな
る二酸化炭素の削減に貢献しようと、地域の公園等
への植樹に取り組んでいます。
　９月22日、同協会が市役所を訪れ、観音ヶ池市民
の森に植える苗木代60万円分の目録が市長に手渡
されました。市では来年１月、同地に植樹する予定
です。
　寄贈にあたり、会長の中村利秋さんは「木が地域
を彩り、愛されるようになることを願います」と話
しました。
　ありがとうございます。

岩田章社長（中央）

地域おこし協力隊５人目
花田さん着任� 政策課（☎33-5634）

　地域外の人材を受け入れ、地域づくりのお手伝い
をする地域おこし協力隊として５人目となる花田
直樹さんが10月１日着任しました。任期は３年間で
す。花田さんは46歳。健康運動指導士の資格を持ち、
「市民の皆さんの健康づくりに役立ちたい」と意気
込みを話しました。
※花田さんの自己紹介がＰ７にあります。

花田直樹さん（中央）と先任の地域おこし協力隊
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10月はシルバー人材センター事業普
及啓発促進月間です� 福祉課（☎33-5619）

　少子高齢化が進み、
労働力人口の大幅な減
少が見込まれるなかで、
確かな技術と豊かな経
験を持つ、健康で働く
意欲のある高齢者が福
祉や社会を支える側に
立ち、地域に貢献する

ことが益々重要になってきています。
　シルバー人材センターでは「働くことを通じて
健康と生きがいを得たい・地域社会に貢献したい・
元気なうちは生涯現役でいたい」等の目的で全国各
地で約73万人もの会員が元気に働いています。

自殺予防週間街頭キャンペーン
� 串木野健康増進センター（☎33-3450）

　９月15日に、ニシムタ串木野店でいちき串木野警
察署と伊集院保健所と合同で、自殺予防キャンペー
ンを実施しました。
　相談場所や連絡先などを記載した自殺予防対策
グッズを来店者250人に配布し、自殺予防を訴えま
した。

あなたにも出来る自殺予防のための行動
〈気づき〉家族や仲間の変化に気づいて、声をかける
〈傾　聴〉本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける
〈つなぎ〉早めに専門家に相談するよう促す
〈見守り〉温かく寄り添いながら、じっくりと見守る敬老訪問　いつまでもお元気で

� 福祉課（☎33-5619）

　市では、毎年９月
１日現在で、満80歳、
88歳、90歳、95歳、
100歳以上の方に長寿
祝金を贈っています。
今年は、873名の方に
お祝いを贈りました。
　いつまでもお元気
で長生きしてくださ
い。

（右）黒江　トクさん（104歳）
（左）松下ヒロノさん（100歳）

男女共同参画ってなあに？ 政策課
（☎33-5672）

女性は子どもを産んだら
� 仕事を辞めた方がいい？
　女性は男性と比べて、結婚や出産、子育てな
どにより働き方に影響を受けやすく、仕事を続
けることが難しくなる場合や、再び働こうと
思っても働き先がすぐに見つからないことがあ
ります。
　働いている人の割合でみると、結婚や子育て
時期にあたる30歳から40歳位の年代の女性は、
仕事を辞めることが多いので他の年代に比べ低
下しています。
　性別を問わず、誰もが働きやすく活気のある

社会をつくるためには、安
心して子育てができ、仕事
を辞めても再び働くことが
できる環境づくりなど、女
性が子どもを産んでも仕事
が続けやすい社会にしてい
くことが重要です。

随時、会員募集中!!（毎月第１水曜日入会説明会開催）

就業事例

●問合せ　�公益社団法人いちき串木野市シルバー
人材センター　☎32-9000

19



特認校で学びたい児童を募集します� 教育委員会総務課（☎21-5126）

１．特認校制度（※）の趣旨と目的
　�　山間部や沿岸の恵まれた自然環境の中にある小規模校の特性を生かして、個に応じた体力つくりや学ぶ
楽しさを体験させ、思いやりの心に満ちた子どもを育てたいと希望する保護者・児童に、一定の条件のも
と、通学区域を越えて入学・転学を認め、地域や学校の活性化を図ろうとするものです。
� ※正式名称は「小規模校入学特別認可制度」
２．入学・転学の条件
　⑴　期間・・・・・・・・１年間の通年通学に限ります。
　⑵　対象学年・・・・・・小学１年生～６年生
　　　　　　　　　　　　　※制度の趣旨に沿ったものであるか、入学が適当であるか判断します。
　⑶　入学・転学の制限及び許可の取り消し
　　ア�．新規申込の場合、特認校への入学・転学を許可することで、現住所地の通学区域の学校において、

対象学年が学級減になる恐れが生じた時には、入学・転学を許可しない場合があります。
　　イ�．申込の事実と異なり、趣旨・目的に合わない事由が生じ、支障があると認められる時は、入学・転

学を取り消すことがあります。
　⑷　保護者の協力
　　　�　児童が正規の通学区域を越えて通学することから、登下校における安全の確保、ＰＴＡ活動等への

協力、その他学校の指導等に対する保護者の協力が不可欠です。

３．特認校として指定する学校
学校名 所在地 電　話 校長名

旭小学校 金山14067番地 32-1724 小山日出秋
荒川小学校 荒川2347番地1 32-2010 久保　正治
冠岳小学校 冠嶽12844番地1 32-2688 宮路由紀子
川上小学校 川上1200番地 36-2044 池田　伸一

４．特認校へ転学できる学校
学校名 所在地 電　話 校長名

串木野小学校 日出町536番地 32-1738 上園　拓郎
照島小学校 照島5453番地3 32-4446 前田　伸一
市来小学校 大里3731番地 36-2006 桃北　紀和

５．平成30年度募集要項
　⑴　募集期間
　　　　11月１日（水）～ 11月30日（木）８：30 ～ 16：45（土・日・祝日は除く）
　⑵　申込み
　　　�　希望する特認校へ直接申込書を提出してください。申込用紙は特認校４校、教育委員会総務課（市

来庁舎３階）に備えてあります。なお、新規申込者については面談を行います。
　⑶　特認校へ入学・転学できる期間
　　　　平成30年４月１日から平成31年３月31日までの１年間です。
　　　　平成31年４月１日以降も継続して通学を希望する場合は、来年度、再度申し込みが必要です。
　⑷　入学・転学の決定及び学校指定変更手続き
　　　�　平成30年２月上旬頃、保護者に結果を通知します。入学・転学が決定したら、教育委員会総務課で

学校の指定変更の手続きをとってください。
　⑸　学校見学等
　　　　特認校の見学・参観・体験入学ができます。ご希望の方は直接各学校へ連絡してください。

●�全ての特認校で児童は送迎し
ます。
●�各学校で見学・参観・体験入
学ができます。直接学校にお
問い合わせください。

●�特認校へ転学できる学校の児
童はどの特認校へも通学でき
ます。
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朝 7時にバスに乗車      下校は 16時  

 7 時 50分学校着  帰宅は 16時 50 分頃 

 
 

一人一人の学びを
大切にした学習

地域を生かした
充実した体験活動

心と身の
健やかな成長

○個別指導の充実

○ＩＣＴ機器の活用

○「表現力」の向上

○茶摘み・梅ちぎり
○冠岳登山遠足
○緑の少年団活動

○一輪車運動
○食に関する指導
○ボランティア活動

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

旭小学校 荒川小学校

冠岳小学校 川上小学校
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～みつけよう。私だけの一冊～

『薫風ただなか』

あさのあつこ／著
KADOKAWA

石久藩の藩学で心身に深い
傷を負った新吾は、薫風館
で新たな友と学びを得る。
しかしある日、父から間者
になるよう命じられ…。

◆11月のおはなし会
　串木野本館
　　４日（土）15：00～16：00　秋のスペシャル
　　18日（土）15：00～15：30
　　〈乳幼児向け　ひよこ絵本〉
　　12日（日）11：00～11：30
　 市来分館
　　11日（土）、25日（土）11：00～11：30

◆休館のお知らせ
　 市来分館
　　11月14日（火）～11月18日（土）
　串木野本館
　　11月20日（月）～11月30日（木）

　�　上記の期間中は蔵書点検のため、休館となりま
す。期間中、本の返却は、返却ポストをご利用く
ださい。
　※�19日（日）・27日（月）は串木野本館・市来分館と
もに休館となりますのでご了承ください。

『わたしの苦手なあの子』

朝比奈蓉子／作　酒井　以／絵
ポプラ社

ミヒロのクラスに来た転
校生の本間リサは、みん
なから浮いている。でも
ある日、ミヒロはリサの
秘密を知ってしまう。

『くいしんぼうの
� こぶたのグーグー』
得田之久／作　イシヤマアズサ／絵

教育画劇

食いしん坊のグーグーは、食べ
もの屋さんで働こうとしますが
どのお店でも失敗ばかり。さい
ごにやってきたメロンパン屋さ
んでふくろうに出会い…。

『釣り竿一本から
� はじめる魚釣り』

村越正海／著
成美堂出版

水辺の遊び釣りから夢の
大物釣りまで釣りの基本
を写真やイラストを交え、
わかりやすく解説する。
役立つ情報が満載。

一般図書
【本館】

一般図書
【分館】

児童図書
【本館】

児童図書
【分館】

◆ 11月の移動図書館車巡回日程
コース 巡回日 コース 巡回日

１コース ７日（火） ９コース 16 日（木）

２コース ８日（水） 10 コース 休み

３コース ９日（木） 11 コース 休み

４コース 10 日（金） 12 コース 休み

５コース 10 日（金） 13 コース 休み

６コース 15 日（水） 14 コース 休み

７コース 17 日（金） 15 コース 休み

８コース 休み

いちき串木野市立図書館
【開館時間】
　9：00 ～ 19：00（土・日・月曜日は 17：00 まで）
　串木野本館　☎ 33-5655
　市 来 分 館　☎ 21-5800
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みんなでつくろう　安全安心のまち

～毎月11日は地域安全推進の日～
地域安全ニュースまちづくり防災課（☎33-5631)

【 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

このようなはがき、
電話、メールは無視し、
自分から絶対に連絡しない
ようにしましょう。

こんなメールや
　電話に要注意！

● インターネットサイトの利用料、退会手続に関する電話やメールに連絡するよう指示されても、
絶対に電話やメールはしない。

● 被害防止には、当事者自身が「これは変だな、あやしいな！」と気づくことなど、個々の対応力
強化が求められます。

● 被害防止に特に大切なのは誰かに相談することです。お金が絡む電話やメールは「詐欺」を疑い、
友人や家族、警察へ相談しましょう。

● 電話帳から氏名と番号を削除することや電話機の留守番電話設定などで詐欺被害に遭うリスクを
減らすこともできます。

　　 詐欺グループなどの電話番号データを活用して着信拒否する機能や、電話の呼び出し音が鳴る
前に、「録音している」等の警告ガイダンスを流す機能が付いている電話機を使うなど、同様の
機能を既存の電話機に取り付ける機器を使うことも有効です。

　昨年、全国のうそ電話詐欺の被害額は、400 億円を超え、県内でも、２億円を超える被害がありました。
今年の県内のうそ電話詐欺被害は昨年同期と比べ、件数、被害額とも増加し、過去最悪だった平成 27
年を件数では既に上回り、被害額も８月に3,000万円と3,500万円、９月に1,400万円の被害が発覚し、
今後大幅に増える見通しです。

私はだまされない。大丈夫！！
その油断が、あなたの心に
スキを生む。

県内の被害件数は過去最悪に

　詐欺犯は、相手をだます手口を知り尽くしたプロの集団で、お金を騙し取る手口は日々変化し、多様化、
巧妙化しています。
　今年は、有料サイト利用料名目の架空請求で、プリペイドカード式の電子マネーを悪用する手口が
激増しており、老若男女関係なく被害に遭っています。

電子マネーを使った被害が激増

詐欺被害を防ぐには

総合消費料金に関する
訴訟最終告知のお知らせ

　この度、ご通知致しましたのは、貴方の利用されていた契

約会社、ないしは運営会社から民事訴訟として訴状が提出を

されました事をご通知致します。管理番号（と）○○○裁判

取り下げ最終日を経て訴訟を開始させていただきます。

～～　省　略　～～

　尚、書面での通達となりますので、プライバシー保護の為、

必ずご本人様から御連絡頂きますようお願い申し上げます。

　※取り下げ最終期日　平成○年○月○日

　　　　　　法務省管轄支局　民事訴訟管理センター

　　　　　　東京都千代田区・・・・

　　　　　　取り下げ等のお問い合わせ窓口

　　　　　　０３－○○○○－××××

　　　　　　受付時間　９：00～20：00（日、祝日を除く）

未払があると思わせる不審なはがきの一例　
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おしらせ版
　秋の全国火災予防運動に伴う訓練が、次の日程
で行われます。
　訓練では、消防車がサイレンを鳴らして走行し
ます。また、付近では車両の交通規制が行われま
すので、市民の皆様のご理解とご協力をお願いし
ます。
●消防団の火災防ぎょ訓練
　（※消防車両のサイレンはありません。）
・日時　11月５日（日）６：30～８：00頃
・場所　上名交流センター付近一帯
　　　　荒川コミュニティ広場付近一帯
　　　　生福地区脳神経外科センター付近一帯
●消防合同演習
・日時　11月12日（日）６：30～８：00頃
・場所　川上交流センター付近一帯

　工場跡地の貸付けまたは売却先を募集します。
詳細は市のホームページをご覧ください。
●場　　所　照島4860番地１
●用地面積　約3,328㎡
●建築面積　約1,241㎡
●建　　物　工場１棟（鉄骨造平屋亜鉛スレート葺）
　　　　　　※�原則、現状引渡しです。必ず現地

を確認してください。
●申込方法
　既定の申込書を期限内に提出してください。
　・期限　第１次公募：11月30日（木）まで
　　　　　第２次公募：12月28日（木）まで
　　　　　※�第１次公募で貸付け・売却先が決定

した場合、第２次公募は行いません。
●申込・問合せ　政策課企業立地係

消防訓練の実施について
消防本部（☎32-0119）

　40歳以上（平成30年４月１日現在）の方を対象
に、胃がん・肺がん・大腸がん・腹部超音波検診
を実施します。申込みをしていない方も受診でき
ます。ただし、大腸がん検診については、検査
キットを送付するので、早めに串木野健康増進セ
ンターへ申し出てください。
●実施会場
・総合体育館
　11月17日（金）～11月24日（金）
・いちきアクアホール
　11月25日（土）・11月26日（日）
　11月28日（火）～11月30日（木）
　※�受診日は、公民館によって異なります。別途
郵送でお知らせしてある日に受診してくださ
い。

　※�11月18～20日、11月25～26日には検診バスを
運行します。運行表については、11月６日
号おしらせ版に掲載します。

●受診料

市有地の貸付け又は売却先を
募集します

政策課（☎33-5628）

がん複合検診
（胃・肺・大腸・腹部超音波）

串木野健康増進センター（☎33-3450）

　県では、不法投棄の根絶とその意識の高揚を図
るため毎年11月を「不法投棄防止強化月間」とし
ています。
　伊集院保健所管内でも産業廃棄物等不法投棄対
策連絡会議を組織し、不法投棄の防止や産業廃棄
物等の適正処理推進に取り組んでいます。
　市民の皆様には、不法投棄が「犯罪である」と
いう認識をこの機会により深めていただき、不法
投棄の根絶へ向け「不法投棄をしない・させない
地域づくり」への取り組みに、ご理解とご協力を
お願いします。

11月は「不法投棄防止月間」です
生活環境課（☎33-5614）

検診名 胃がん 大腸がん 肺がん 腹部超音波

社保加入者 1,000円 700円 200円 3,650円

国保加入者 無料

後期高齢者(75歳以上) 無料

高齢受給者
証の交付者
（70～74才）

国保 無料

社保 無料 3,650円

・生活保護世帯
・市民税非課税世帯 無料（減免申請が必要です）

　詳しくは、串木野健康増進センターまでお問合せくだ
さい。
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☆むし歯0
ゼロ

おめでとう☆
（５歳児歯科検診結果）

串木野健康増進センター（☎ 33-3450）
　９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。

　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。
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　糖尿病予防の基本は毎日の食事にあります。
　糖尿病が少し気になる早めの時期から食事につ
いて学びませんか。
●日　　時　11月８日（水）　９：30～13：00
●場　　所　串木野健康増進センター
●内　　容　管理栄養士による講話
　　　　　　昼食バイキング
　　　　　　※�いつも使用しているご飯茶わんと

筆記用具を持参してください。
●対 象 者　�健診等の血液検査でHbA1cの値が

5.6％以上6.5％未満で服薬していな
い方またはその家族

●参 加 費　無料
●定　　員　先着20名
●申込締切　10月30日（月）

食べて学ぶ～糖尿病予防教室開催
串木野健康増進センター（☎33-3450）

　発達障害は、「個性」として捉えることもでき
ますが、本人の努力だけでは改善できない部分も
あります。また、発達障害について学ぶことは、
本人のプラスの特性を生かしていくことにもつな
がります。
　講演会は無料でどなたでも参加できます。ぜひ
お越しください。
●日　時　11月14日（火）10：00～12：00
●場　所　串木野高齢者福祉センター１階集会室
●講　師　鹿児島県こども総合療育センター
　　　　　　田邊　貴仁　氏
●内　容
　・発達障害について
　・発達検査の種類は？何を検査しているの？
　・運動機能の発達について
●問合せ　いちき串木野市手をつなぐ育成会事務局
　　　　　☎29-5630

『発達障害についての講演会』開催
福祉課（☎33-5619）

　歯周病を『お口の中だけの病気』とあなどって
はいけません。歯周病は糖尿病や心疾患などの病
気を招く可能性が高くなります。
　また、成人の80％以上が歯周病にかかっている
といわれています。自分は歯周病ではないと思わ
ず、一度、歯科医院でお口の中をチェックしても
らいましょう。
●対 象 者　�平成30年４月１日時点で40・50・

60・70歳の方
●受診期限　11月30日（木）まで
●実施場所　市内協力歯科医療機関（要予約）
　あおい歯科・えとう歯科・えのもと歯科医院・
さくら歯科クリニック・羽島歯科クリニック・濵
田歯科医院・ひまわり歯科医院・前薗歯科医院・
前田歯科・マコト歯科医院・丸田歯科クリニック・
みどり歯科医院・くきた歯科クリニック
　お口の健康、全身の健康を保つためにもかかり
つけの歯科医を持ち、定期検診を受けましょう。

『歯周病検診』の受診期限が迫っています
串木野健康増進センター（☎33-3450）

　市女性連は毎年「善意バザー」を開催し、益金
の一部を図書費として市内の各小・中学校や串木
野養護学校、神村学園に寄贈しています。
　多くのご来場をお待ちしています。
●日　時　10月29日（日）９：00～12：00
●場　所　いちきアクアホール

市女性連「善意バザー」を開催します
社会教育課（☎21-5128）

無料の映画会です。「ビルマの竪琴」を上映します。
●日　時　11月４日（土）13：30から
●場　所　まちなかサロン（旭町）
●問合せ　中央地区まちづくり協議会　清水　
　　　　　☎32-2542

なつかシネマ開催
水産商工課（☎33-5638）
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平成30年度保育園・幼稚園等入所申込の受付について
福祉課（☎33-5618）・市来庁舎市民課（☎21-5117）・教育委員会総務課（☎21-5126）

　来年４月から次の保育園、幼稚園等に入所を希望する児童の申込を受け付けます。

●保 育 料　児童の年齢と児童の属する世帯の課税状況によって決定します。
　　　　　　　（友愛幼稚園は園にお問い合わせください）
●受 付 期 間　11月１日（水）～11月30日（木）
　　　　　　※旭幼稚園のみ11月１日（水）～11月７日（火）
●入所申込先

　申込書は、串木野庁舎福祉課、市来庁舎市民課及び市内の各保育園等で配布します。
●入所決定　平成30年２月を予定（友愛幼稚園は園にお問い合わせください）
　　①保育園（所）　　②認定こども園（保育部分）　　③地域型保育事業所
　　　　・入所決定は申込順ではなく、保育の必要性の高い順に入所を決定します。
　　②認定こども園（教育部分）
　　　　・入所決定は園が行います。詳しくは園にお問い合わせください。
　　④幼稚園
　　　　・市来幼稚園は、原則先着受付順で、定員に達した場合お断りする場合があります。
　　　　・�旭幼稚園は、先着順ではありません。詳細は園にお問い合わせください。

①保育園（所）
園名 所在地 定員 電話

串木野保育園 本浜町38 50 32-1779
羽島保育園 羽島3595-3 60 35-0045
浜ヶ城保育園 浜ヶ城12011-1 50 32-4712
太陽保育園 西塩田町73-1 70 32-7910
照島保育園 照島5320 100 32-3324
市来保育園 湊町1丁目253 100 36-2166
生福保育所 生福8671 90 32-3359

②認定こども園
園名 所在地 定員 電話

くしきの森の
こども園

金山
15822-1

教育部分　45 32－3700保育部分　60
神村学園附属
幼稚園

別府
3970

教育部分　120 21－2086保育部分　60

③地域型保育事業所（家庭的保育事業）
園名 所在地 定員 電話

スマイル保育所 生福9842-50 5 47-3280

④幼稚園
公立幼稚園 所在地 定員 電話
旭幼稚園 金山14070 25 32-8532
市来幼稚園 大里3731 70 36-3188
私立幼稚園 所在地 募集人員 電話
友愛幼稚園 住吉町94 20 32-2915

●入所条件
　（詳しくは入所申込書でご確認ください）
　①保育園（所）
　②認定こども園（保育部分）
　　　　�保護者のいずれもが昼間家庭外で仕

事をしていたり、保護者が病気、妊
娠中だったりなど、保育の必要性が
あることが必要で、集団保育を経験
させたいなどの理由では入所できま
せん。

　②認定こども園（教育部分）
　④幼稚園
　　　　�３歳以上であればよく、その保護者

の事情は考慮しません。
　③地域型保育
　　　　�０歳児から２歳児に限り、入所条件

は保育園（所）に準じます。

施　　　設 新規入所申込者 継続入所申込者
①保育園（所）

串木野庁舎福祉課
串木野庁舎福祉課、市来庁舎
市民課、各保育園等②認定こども園（保育部分）

③地域型保育事業所
②認定こども園（教育部分） 各認定こども園 提出不要
④幼稚園 各幼稚園 公立のみ幼稚園へ提出

�
�
�

�
�
�

■地域型保育事業所「スマイル保育所」について
　自宅の家庭的な雰囲気の中で、０～２歳児
を保育します。来年４月に向けて、今回入所
者を募集します。行事のほか様々な面で生福
保育所と連携して子どもを保育します。申込
や入所条件、保育料等は保育園に準じます。
３歳児以降は生福保育所または他の保育施設
へ入所します。
●所　長　川嵜さやか（保育士）
●所在地　生福9842-50（ウッドタウンそば）
※�送迎の範囲や見学など詳細については、直
接お問い合わせください。

26



宅地建物取引無料相談会

　当日直接会場へお越しください。予約は不要で、
相談は無料です。
●日　　時　11月14日（火）10：30～15：00
●場　　所　山形屋１号館７階１号社交室
　　　　　　（鹿児島市金生町3-1）
●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、様々な案件で調停
手続きを利用することについて

●担 当 者　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　鹿児島調停協会連合会
　　　　　　☎099-222-7121（内線4550）

鹿児島調停協会連合会の
『無料調停相談会』

総務課（☎33-5626）
　現在保育園（所）や認定こども園（保育部分）、
もしくは地域型保育を利用している園児は、各園
で配布される現況届を提出期間内に提出してくだ
さい。
　現況届の提出がないと、利用中の保育園等の入
所決定を取り消す場合があります。
●対 象 者　�平成23年４月２日から平成24年４月

１日までに生まれた児童
●現 況 届
　�　現況届に就労証明書など、保育を必要とする事
由を証明する書類を添付して提出してください。
●提出期間　11月１日（水）～11月30日（木）
●提 出 先　�各保育園等（ただし、市外の保育園

等を利用している園児は市役所福祉
課）

５歳の保育園児は現況届を提出してください
福祉課（☎33-5618）

●期間　11月９日（木）～11月15日（水）
●全国統一防火標語
　『火の用心　ことばを形に　習慣に』
　この時季は季節風が強く、空気が非常に乾燥す
るため火災が起こりやすくなります。
　一人ひとりが火の取扱いには十分注意して、火
災を出さないようにしましょう。
【住宅防火　いのちを守る７つのポイント】
　（３つの習慣・４つの対策）
●３つの習慣
　①寝たばこは、絶対やめる。
　②�ストーブは、燃えやすいものから離れた位置
で使用する。

　③�ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず
火を消す。

●４つの対策
　①�逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を
設置する。

　②�寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐた
めに、防炎品を使用する。

　③�火災を小さいうちに消すために、住宅用消火
器等を設置する。

　④�お年寄りや身体の不自由な人を守るために、
隣近所の協力体制をつくる。

秋季全国火災予防運動
消防本部（☎32-0119）

　宅地や建物の様々な問題や疑問に各専門士が
相談に乗ります。予約は不要で相談は無料です。
●日　　時　11月13日（月）10：00～15：00
●場　　所　川辺文化会館（南九州市川辺町）
　　　　　　☎0993-56-5404
●相談内容　�宅地建物取引、相続、贈与、税金、

登記など
●相 談 員　�弁護士、税理士、土地家屋調査士、

司法書士
●問 合 せ　鹿児島県庁建築課　担当　富満
　　　　　　☎099-286-3707

　市衛生自治団体連合会では、３Ｒ運動（リデュー
ス：ごみの減量化、リユース：再使用、リサイク
ル：再生使用）の一環として、「マイバッグ運動」
を推進しています。
　身近なところからごみの減量化を図り、資源の
無駄使いを防止するため、買い物の際には、次の
ことに心がけましょう。
・�マイバッグを持参しレジ袋を使わない。（リ
デュース）
・簡易包装等の商品を購入する。（リデュース）
・�過剰包装などは断る。（リデュース）
・�レジ袋をもらっても繰
り返し使う。（リユース）
・�レジ袋を使わないとき
は、すぐに捨てずにでき
るだけ資源ごみに出す。
（リサイクル）
　ご協力をよろしくお願いします。

マイバッグの使用を心掛けましょう
生活環境課（☎33-5614）

第43回シーサイドソフトテニス大会
市民スポーツ課（☎21-5129）

●日　　時　11月12日（日）８：45開会
●場　　所　いちき串木野市庭球場
●競技方法　個人戦のみ（一般の部、女子の部）
●参加資格　�市内に居住または勤務・在学する中

学生以上、もしくは主催者からの案
内チームに限る

●参 加 料　１ペア1,000円
　　　　　　（高校生600円、中学生400円）
●参加申込　�10月31日（火）までに市ソフトテニ

ス連盟（健康増進課　池之上）
　　　　　　☎33-5673まで
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クイズ 知っちょっけ？クイズ 知っちょっけ？

●●●

答えはこの広報紙のどこかにあります。

問い：水揚げ後、鹿児島県最大の鹿児島市中
央卸売市場魚類市場で競りにかけられ
る魚といちき串木野にある魚市場で競
りにかけられる魚。どちらの魚がより
早くお店に並ぶでしょうか？

①鹿児島市中央卸売市場
②いちき串木野市にある魚市場
③どちらも変わらない

答え：②いちき串木野市にある魚市場

　鹿児島市中央卸売市場は、県内各地の魚市場
に水揚げされた魚が運ばれてきて、翌朝、競り
にかけられます。
　いっぽう市内４漁協の魚市場は、水揚げ直後
の午後２時ごろには競りがあるので、
水揚げの当日に直営店や魚屋さんに
並びます。そのため鹿児島市中央卸
売市場経由の魚より、１日早く消費
者の私たちに届くのです。

クイズ 知っちょっけ？クイズ 知っちょっけ？

　市では、地震・津波や武力攻撃などの災害時に、
全国瞬時警報システム（Ｊアラート）により送ら
れてくる国からの緊急情報を防災行政無線を用い
て皆様へお伝えするようにしています。
　次の日程で「緊急地震速報」の訓練放送を行い
ます。皆様のご理解とご協力をお願いします。
　●実施日時　11月１日（水）10：00頃
　●防災行政無線の放送内容
　　～防災行政無線チャイム～
　　「こちらは、防災いちき串木野市役所です。」
　　「ただ今から訓練放送を行います。」

　

　※～緊急地震速報チャイム～
　「緊急地震速報。
　　大地震（おおじしん）です。
　　大地震（おおじしん）です。
　　これは訓練放送です。」

　　　※３回繰り返されます。
　　　「これで訓練放送を終わります。」
　　～防災行政無線チャイム～

　緊急地震速報は、大揺れより先に到達する初期
微動を観測し、震度５以上の揺れになる可能性が
ある地震と予測した場合、震度４以上の揺れが想
定される地域に発表される気象庁のシステムです。
　空振りもありますが、実際に地震が起こると大
変な被害を引き起こす可能性があります。緊急地
震速報が発表されたら、必ず命を守る行動を取っ
てください。
　緊急地震速報を見聞きしたときに、あわてず
に自分の身を守れるか、訓練で確かめましょう！
　※�学校や病院、福祉施設、事業所等に設置して
ある戸別受信機で、音量を“切”にしてある
場合でも、最大音量で放送が入ります。

　※�今回の訓練放送は、防災行政無線を用いての
訓練放送です。テレビやラジオ等での訓練放
送は流れません。

「緊急地震速報」の訓練放送を実施します
まちづくり防災課（☎33-5631）

　すべての住宅の寝室に住宅用火災警報器の設置
が平成23年６月１日から義務づけられています。
設置がまだの住宅は早急に設置してください。

住宅用火災警報器の設置はお済ですか
消防本部（☎32-0119）

「わくわく秋の大収穫祭」参加者募集
農政課（☎33-5636）

　川上地区舟川後集落で、今年のお米の豊作を祝
う、収穫祭を開催します。新米での餅つきや、わ
らを使ったお供え作りなどで農業にふれてみませ
んか。
●日　　時　11月18日（土）10：00～12：00
●会　　場　川上舟川後の棚田
●内　　容　�新米での餅つき・わらを使ったお供え

つくり。れんげ草の種まきのお手伝い。
●定　　員　40名
●申込期限　11月10日（金）
●申込・問合せ
　舟川後棚田保全会事務局（農政課内）☎33-5636

　壊れていなくても10年を目安に交換することを
お勧めします。
住宅用火災警報器が奏功した事例
　高齢の女性が味噌汁を温めようとガステーブル
に火を点け、そのまま外出したため、鍋が空焚き
状態となった。
　近所の住人が、住宅用火災警報器の「ピー」と
いう音を聞き、駆けつけると、部屋の中に白い煙
が充満していたので、開いていたドアから進入し
ガステーブルのスイッチを切り、事無きを得た。

定期的に作動確認をして、音を聞きましょう

正常な場合は？
正常をお知らせするメッセージ
または火災警報器が鳴ります。

音が鳴らない場合は？
電池がきちんとセットされてい
るか、ご確認ください。

ボタンを押す、またはひもを引いて作動確認をします。

注）警報音はメーカーや製品によって異なります。

　それでも鳴らない場合は、
「電池切れ」か「機器本体の故障」
が考えられます。
　取扱説明書をご覧ください。

ピピ、
ピーピーピー

ピーピーピー
火事です

しーん
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ポートレート撮影会参加者募集
政策課（☎33-5672）

　市「フォトコンテスト2017」の一環として撮
影会を開催します。テーマ「日常」におけるポー
トレート撮影で、講師は写真家の下薗詠子氏です。
●日　時　12月３日（日）９：00～12：00
●場　所　いちき串木野市内(参加者に別途連絡)
●募集数　10名（応募多数の場合抽選）
●参加費　3,000円
●募集期間　11月１日（水）～11月20日(月)
●申込・問合せ　政策課

「いちき串木野ORANGEマルシェ」出展者募集
●日　時　11月19日（日）10：00～15：00
●場　所　上名交流センター一帯
●小　間　１小間（３ｍ×３ｍ）
　　　　　※テント、テーブル等各自持込です。
●小間料　１小間2,000円
　　　　　※�食品を取り扱う店舗は、臨時営業手

数料2,500円～3,000円が別途必要で
す。

●申込・問合せ　�10月31日（火）までにくしきの
盛り上げ隊　竹原

　　　　　　　　☎080-6333-9730

バスケットボール教室受講生募集
市民スポーツ課（☎21-5129）

　本市は、平成32年のかごしま国体少年女子バス
ケットボール競技開催地です。バスケットボール
に親しんでみませんか。
●期　間　11月２日（木）～３月22日（木）
　17：00～20：00（全18回　毎週木曜日に開催）
　※17：00～17：45は会場設営準備
　※開講式　11月２日（木）17：45～
●場　所　総合体育館ほか
●対象者　�市内に居住または在学する

小学生・中学生・高校生（小・中学生
は保護者の送迎が可能な者）

●保 険 料　小・中学生800円、高校生1,850円
●申込方法
　10月23日（月）から申し込みを受け付けます。
申込用紙に（保護者承諾印が必要）、保険料を添
えて市民スポーツ課（市来庁舎）か総務課（串木
野庁舎）または総合体育館へ申し込んでください。
※申込用紙も上記３箇所にあります。

　日置地域農業用廃プラスチック類適正処理推進
協議会では、串木野地域の農業用廃プラスチック
類の回収を行います。
　農業者は、次の注意事項をしっかり守り、回収
にご協力ください。
●回収日時　11月９日（木）８：30～11：00
●回収場所　野元家畜市場跡地
●処理経費　処理単価　30円／㎏程度
　　　　　　農協口座で引落します。
●持参するもの　印鑑、農協の口座番号
●注意事項
・�３か所を同種類のビニールひもで結び、つづら
折りにしてください。
・�異物（排出ビニ－ル以外のもの）が混入しない
ようにお願いします。
・�空容器（ポリ・缶）については、キャップを取
り除き中身を洗浄してください。
・�運搬の際に産業廃棄物運搬車両の表示及び書面
の携帯が必要になります。
●問 合 せ
・さつま日置農協串木野支所経済課　☎32-3265
・市役所農政課　農林係

農業用廃プラスチック類の回収
（串木野地域）

農政課（☎33-5635）

RUN伴（ランとも）とは
　認知症の人や家族、支援者、一般の人がリレー
で一つのタスキをつなぎ、北海道から沖縄まで縦
断するプロジェクトです。
　本市でも認知症に限らず、障害や病気のある方、
それを支える家族、また子どもから高齢者まで多
くの方に参加していただき、「安心して暮せるま
ちづくり」につなげていきたいと考えております。
●日　　時　11月19日（日）10：30～12：30
●スタート　中央公園（タイヨー裏）
　ゴ ー ル　上名交流センター
　※約４㎞の市内ルートをリレーでつなぎます。
●参 加 料　大人2,000円　中学生以下1,000円
　※�参加料にはＴシャツ代と、保険料が含まれま
す。

●申込・問合せ　�10月31日（火）
までに地域包括
支援センターへ

　　　　　　　　（FAX36-5802）
　※�参加申込書は地域包括支援セ
ンター・市役所健康増進課に
あります。

RUN伴＋（ランともプラス）
2017の参加者募集

地域包括支援センター（☎21-5172）

同時開催

第２回ふるさと探検隊（冠岳地区）開催
農政課（☎33-5635）

　９月３日に開催した集落点検・ワークショップ
をもとに、地域づくりの意見交換会を開催します。
どなたでも参加できます。
●日　　　　時　11月４日（土）19：00～21：00
●場　　　　所　冠岳交流センター
●参 加 料　無料
●申 込 期 限　10月27日（金）
●申込・問合せ　農政課

29



いちき串木野市文化祭開催
社会教育課（☎21-5128）

　【予定】
①　小牟田流　正調　五ツ太鼓
②　教育長あいさつ
③　バンド　ラヴィアンローズ
④　渚ハーモニカクラブ
⑤　ベビーダンス「にこにこベィビィず」
⑥　箏　生田流　筑紫会
⑦　日本舞踊　木花流
⑧　日本舞踏　藤若流　恵会
⑨　荒川民謡
⑩　日本舞踏　藤間流
⑪　フラダンス　ナ・パラパライ・クーポノ
⑫　合唱　市来コーラス＆はまゆうコーラス
⑬　合唱　シルバー音楽教室
⑭　フラメンコ　ボニータ
⑮　琴伝流　フレンズ・メイ
⑯　合唱　女声合唱団コールあじさい

⑰　れいめいの地ふるさと短歌大会表彰式
⑱　民踊　日本民踊萩乃会
⑲　日本舞踊　木花流　冨扇玉会
⑳　詩吟錦城流串木野支部
㉑　市レクリエーションダンス協会
㉒　フラダンス　ハナレイ・ホク☆フラ
㉓　日本舞踊　松本流　翠松会
㉔　市来共生会
㉕　ダンス　エンジョイ・ダンサーズ
㉖　フラダンス　レア・さくら
㉗　日本舞踊　青林会
㉘　日本舞踊　千穂流
㉙　日本舞踊　丈の会
㉚　日本舞踊　自主講座（丈）
㉛　モアナ・ティアレ・オリ・タヒチ
㉜　日高千代子　バレエスタジオ
㉝　働く婦人の家バレエ自主グループ「風舞」

芸能部門プログラム　場所：市民文化センター
　◆11月５日（日）９：30～17：00

作品展示部門　
　場所：いちきアクアホール
　◆10月31日（火）～11月５日（日）
　　９：00～２0：00

ドリームセンター
　◆11月１日（水）～10日（金）
　　10：00～17：00　※最終日は16時で終了

総合観光案内所11月体験講座　募集
観光交流課（☎33-5640）

　居住地（本市内・市外）を問わず、受講できます。先着順で定員になり次第、受付終了となります。
●場所　いちき串木野市総合観光案内所研修室
●託児サービスはおこなっておりません。

●予約・問合せ
　いちき串木野市総合観光案内所　　電話　0996-32-5256　　http://ichiki-kushikino.com/

講座 日時 対象・定員 内容
参加料
（材料代）
お一人

申込
期限

子にも孫にも伝
えたい！ふるさ
とのお菓子作り

11/18（土）
10:00～13:00
（３時間）

どなたでも20名
ほっとする味。家庭で作りやすい
郷土菓子を学びます。よもぎ団子・
しょうがの砂糖菓子など数品予定。

1,000円 11/11
(土)

土曜日の
ワンデー英会話
道案内編

11/18（土）
14:30～16:00
（90分）

どなたでも20名
※初心者向け。苦手な英語のきっ
かけづくりに。外国人講師の指導
による一日体験。

300円 11/15
(水)

土曜日の
ワンデー英会話
ショッピング編

11/18（土）
16:15～17:45
（90分）

どなたでも20名 ※初心者向け。対話重視の英会話。
外国人講師による指導。 300円 11/15

(水)

切り絵師に学ぶ
【切り絵体験】

平日の
約２時間
（１週間前まで
に要予約）

６名
（1名から催行）

はがきサイズの作品を作り、持ち
帰ることができます。（手ぶらで参
加可）

3,000円 通年
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11月の心配ごと相談
社会福祉協議会（☎32-3183）

　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。
●問合せ　社会福祉協議会

相談場所
及び
相談時間

相談種別
相談日

相談員２日 10日 17日 24日
木 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

７日 14日 21日 ―
心配ごと
相 談 員

火 火 火 ―
○ ○ ○ ―

　笑って元気！笑いヨガと歌を楽しみ、心と体の
健康作りに取り組みましょう。
●日　時　11/17、12/15、1/19、2/16、3/16
　　　　　（第３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　15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（36-5044）で氏名・住所・
電話番号・年齢をお知らせください。
●締　切　11月２日（木）
※�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。

「笑いヨガ＆音楽療法」後期受講生募集
社会教育課（☎21-5128）

平成29年９月末 前月比

総人口 28,491 人 △ 28 人

男 13,366 人 △ 12 人

女 15,125 人 △ 16 人

世帯数 13,396 世帯 ＋ 　9 世帯

人 口 の 動 き

10月の市税納期
税務課（☎33-5682）

納期限内の納付にご協力ください。
　今月の口座振替日は、10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。

生きている　私の日々に　その税が
（平成28年度「税に関する標語入賞作品」より）

国民健康保険税　　　　　第４期
介護保険料　　　　　　　第４期
後期高齢者医療保険料　　第４期

10月31日

お　く　や　み　（９月届出分）
故　人 年齢 住所または

公民館
喪主または
届出人

田　畑　八十吉 98 東塩田町 田畑　勝巳

鮫　島　京　子 58 大 薗 鮫島　義久

岩　下　秀　德 78 岩 下 岩下サヤ子

留　盛　　　寛 75 中 福 良 留盛　保子

内　門　義　文 98 酔 之 尾 内門スミヱ

大　山　貞　吉 77 金 山 大山ヨシエ

須　﨑　幸　子 80 緑 町 須﨑　房英

新　村　英　子 52 下 手 中 新村　道夫

西ノ園　厚　志 90 平ノ木場 西ノ園フヂ子

五　島　美　加 96 恵比須町 五島　優子

宇都口　清　春 86 平 佐 原 宇都口鈴子

佐保井　スミエ 88 佐 保 井 佐保井健一

真　茅　礼　子 68 八 房 真茅　芳信

髙　山　　　巖 91 小 瀬 髙山　照典

林　　　次　夫 82 栄 町 林　　順子

白　澤　昭　夫 81 文 京 町 白澤　弘子

東　　　　　直 96 福 薗 東　香代子

野　平　ノリ子 95 駅 前 野平　利則

上　夷　ミサヱ 95 本 浦 東 上夷　直美

大　田　　　茂 77 平 江 大田　朋子

田　畑　政　則 88 浜 中 田畑　雄一

和　田　正　紹 95 駅 前 和田　哲夫

古　薗　　　輝 93 大 原 町 古薗　ミヨ

古　市　　　豊 66 汐 見 町 古市美由紀

本　田　章　子 50 塩 屋 町 本田　正光
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「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。

今月のカバー

かわいい天使たち

届出人が同意した方を掲載してあります。また住所欄は公民館、または住所で掲載しています。

8 月届出分

お姉ちゃんと仲良く、
すくすく育ってね
父 : 奈津夫さん・母 :かおりさん

泉　理歩ちゃん（八房）　
丸弘、元気に
生まれてきてくれてありがとう
父 : 啓さん・母 : 衣美子さん

鹿島 丸弘くん（緑町）　
元気に生まれて
きてくれてありがとう！
父 : 祐介さん・母 :幸代さん

岩井 結胡ちゃん（天神町）　り　ほ ま  ひろ ゆい  こ

生まれてきてくれて
ありがとう
父 : 純一さん・母 :美由紀さん

中村 純海くん（御倉町）　

誕生おめでとう！
健やかに大きく育ってね
父 : 涼雅さん・母 : 夏帆さん

新留 青くん（大原南）　
会えるのを楽しみに
してたよ　優しい男の子に育ってね！
父 : 智之さん・母 :由香理さん

時田 泰平くん（松原）　あつ  み あお たい へい
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お兄ちゃんと
仲よく元気に育ってね
父 : 正樹さん・母 : 祐紀さん

鏑流馬 絢飛くん（大里）　

みんな待ってたよ☆
元気ですくすく育ってね！
父 : 直文さん・母 : 紀江さん

川越 悠生くん（栄町）　
元気にスクスク
育ってね♡
父 : 雄介さん・母 :雅子さん

八田 芽衣子ちゃん（御倉町）　あや  と はる  き め　い　こ

　海の幸、左はタイ。右はタイ漁に交じって獲れた魚。「廃棄処理かな」と魚市場の人は言い
ました。新鮮そのものですが、一般的に食される魚ではないため「廃棄処理」です。
　賞味期限切れや食べ残しなどにより、まだ食べられるのに捨てられるフードロスとは異なり
ますが、生産の現場でもこうした「あったらしか（もったいない）」ことが日常的に起きてい
ることに驚きました。消費者の私たちの意識と行動が魚の命の明と暗を招いています。

海の幸の明と暗
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