
1

いちき串木野 おしらせ版おしらせ版広報
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平成27年（2015年）9/7

小学校就学時の健康診断について
学校教育課（☎ 21-5127）

　学校保健安全法第11条に基づき、平成28年４月小
学校入学予定児（平成21年４月２日から平成22年４月
１日までの出生）の「就学時健康診断」を実施します。
　保護者同伴の上、全員必ず受診してください。対象
世帯には通知書が届きます。
　なお、受診時には、通知書、診断票、アンケート等
をお持ちください。
〇実施日	 10月６日㈫・７日㈬
〇受付時間	 13：00～
〇会　場	 いちきアクアホール
〇日　程
実施日 対象小学校区 健診会場

10月６日㈫ 串木野小・生福小・
荒川小・冠岳小 いちきアクアホール

10月７日㈬ 照島小・羽島小・旭
小・市来小・川上小

指定管理者の募集
総務課（☎ 33-5626）

　次の施設を平成 28 年 4月から管理する指定管理者
を募集します。
〇募集施設

施　設 担当課
①都市公園等（北部）	
②都市公園等（南部） 土木課	 ☎ 21-5151

③商店街活性化施設ドリームセンター 水産商工課	 ☎ 33-5638
④冠嶽園 社会教育課	 ☎ 21-5113
⑤串木野体育センター、
　長崎鼻公園ソフトボール場 市民スポーツ課	☎ 21-5129

〇応募資格
・法人等の団体であること。（法人格は必ずしも必要
ではありませんが、個人での応募はできません。）
・その他詳細は募集要領による。
〇受付期間	 9月8日㈫～9月28日㈪
※募集要領等詳しくは担当課へお問い合わせくださ
い。また、市ホームページにも掲載してあります。

「虫追踊」開催
社会教育課（☎ 21-5128）

〇日　時	 ９月23日 8：30～
〇場　所	 大里地区内

さつま日置農協市来支所→季楽館→門前
河原→中原治水溝→思案橋前→下実盛塚
→払山踊場→Aコープ大里店

〇内　容	 虫追踊は、市指定の無形民俗文化財です。
五穀豊穣を祈って踊られるリズミカルで透
き通るような鉦の音が印象的な踊りです。

救急車は本当に必要としている人のために
消防本部（☎ 32-0119）

　昨年、救急車で病院へ搬送した約５０％の人が、入
院する必要のない「軽症者」でした。
　救急車は本来、生命が危険な状態にある傷病者（心
臓が止まっている。息が止まっている。多量出血など）
を一刻も早く病院へ搬送するためのものです。
　限りある救急車を本当に必要としている人のために、
良識ある利用をお願いします。
 

【実際に救急車を呼ばれた事例】
１	風邪を引いて熱がある
２	便秘でおなかが張る
３	今日入院予定日なので連れて行って欲しい
４	足をひねった
５	虫歯が痛い

〇このような場合は、自家用車（家族等の運転による）や
タクシーなど（患者搬送車など）の利用をお願いしま
す。

※困った時は、消防本部へお問い合わせください。
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秋の全国交通安全運動 9月21日（月）～30日（水）
まちづくり防災課（☎ 33-5631）

スローガン「ルールとマナー　乗せて走ろう　秋の道」
～	９月３０日（水）は「交通事故死ゼロ」を目指す日	～

　秋の行楽シーズンを迎え、レジャー等に伴う交通事故が予想されます。一人ひとりが交通ルールを守り、正し
い交通マナーを習慣づけるよう心がけましょう。

 最重点　「 子どもと高齢者の交通事故防止 」
　■子どもと高齢者のみなさん　　
・道路を横断する際は、左右の安全確認を十分に行い、斜め横断や車の直前・直後の横断は絶対にしない
でください。

　■ドライバーのみなさん
・高齢運転者マークを付けた車や子ども、高齢の歩行者等を見かけたら、減速・徐行するなど「思いやりの
ある」運転を実践しましょう。

 重点１　夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
　■ドライバーのみなさん
・「早めの点灯」、「原則上向き点灯」、「トンネル内点灯」の『３(サン )ライト運動』を実施しましょう。

　■歩行者のみなさん
・夕暮れ時や夜間に外出するときは、夜光反射材を着用するとともに、運転者から見やすい明るい服装に心
がけましょう。

　■自転車利用のみなさん
・夕暮れ時や夜間は、必ずライトを点灯し、リフレクター等反射材を装備するとともに交差点においては信
号遵守、一時停止、安全確認を徹底しましょう。

・保護者は、１３歳未満の子どもに対しては、ヘルメットを着用させるよう努めましょう。

 重点２　 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～
・車を運転するならシートベルトをします
・車に同乗するならシートベルトをします
・子ども（幼児）にはチャイルドシートをさせます
・後部座席を含む全席にシートベルトをさせます

 重点３　 飲酒運転の根絶　～『飲酒運転「８せん」運動』の展開～
　①　酒を飲んだら運転しません	 ②　運転するなら酒は飲みません
　③　酒を飲んだ人には運転させません	 ④　酒を飲んだ人には車は貸しません
　⑤　運転する人には酒はすすめません	 ⑥　酒を飲んだ人の車には同乗しません
　⑦　使用者は、従業員に飲酒運転を命じたり、認めたりしません
　⑧　酒を飲んだら自転車にも乗りません
　■ドライバーのみなさん
・飲酒運転は重大事故につながる恐れがあるばかりか、社会的にも許されない重大な犯罪であることを自覚
し、飲酒後は絶対に車を運転しない。また、飲酒した翌日でも、アルコールが残っている場合があるので、
翌日運転する予定がある場合は、飲酒量・飲酒時間に配慮しましょう。

飲酒運転は犯罪です！
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E
い ー と で
ATde 健康メニューのモニターを募集

食のまち推進課（☎ 33-5621）
　本市が取り組んでいる E

い ー と で
ATde 健康メニューについ

て、糖尿病等の予防・改善等その効果を測るためのモ
ニターを募集します。
　モニターとなる方は、１か月間、１日１食 E

い ー と で
ATde 健

康メニューを食べていただきます。モニター前後の血
液検査で改善効果を測るものです。
　詳しくはお問い合わせください。
〇募集期間	 ９月15日㈫まで
〇モニター期間	 10月～12月
〇募集数	 ５名
〇応募資格	 次のいずれにも当てはまる方
①満 40 歳以上の市民（性別は問いません）
②平成 27年度の特定健診等を受診し、ＨｂＡ1ｃが
5.6％以上6.5％未満で、服薬していない方

③外食が多い方または昼食にコンビニなどの惣菜や
弁当を食べている方

〇謝　金	 食事及び血液検査の回数に応じて、モニ	
	 ター報告書提出後に謝金を支払います。

認知症サポート医による認知症相談会
地域包括支援センター（☎ 21-5172）

・もしかしたら認知症かもしれない
・だけど病院に行くのは怖い
・本人を傷つけずにお医者さんに診てもらう方法
はないだろうか
・いきなり病院に行くのは少し勇気がいる

　このようなお悩みをお持ちの方やご家族を対象に相
談会を開催します。
　認知症は早めに気づいて、医療機関を受診すれば決
して怖い病気ではありません。
　相談は無料です。お気軽にご相談ください。
〇相談日	 9月25日㈮　14：00～15：30
〇会　場	 市来庁舎
〇定　員	 2 名（電話申込先着順となります）
〇対　象	 認知症のご心配のあるご本人またはご家族
〇申込期間　9月10日㈭～18日㈮
〇申込・問合せ　地域包括支援センター

串木野ライオンズクラブ献血のお知らせ
串木野健康増進センター（☎ 33-3450）

〇日　時	 9月10日㈭
〇場　所	 市民文化センター
〇受付時間	 9：00～16：00
〇献血量	 400㎖　
〇献血条件
・18歳から69歳までの体重が50㎏以上ある男女
　（男性は17歳から）

※ただし、65歳以上の方は、60 歳から64 歳の間に
献血経験がある方に限ります。

食べて学ぶ～糖尿病予防教室を開催
串木野健康増進センター（☎ 33-3450）

　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
びましょう。
〇日　時	 ９月16日㈬　9：30～13：00
〇場　所	 串木野健康増進センター
〇内　容	 管理栄養士による講話
	 昼食バイキング
〇対象者	 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
方またはそのご家族

〇参加費	 無料
〇定　員	 先着 20 名
〇申込締切	 ９月11日㈮
※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。

80 歳以上で 20 本以上の歯を持つ元気な方を募集
串木野健康増進センター（☎ 33-3450）

　厚生労働省では、80 歳で20 本の歯を残すことを
目標に「8020 運動」を推進しています。
　本市でも、11月26日に開催予定の保健福祉大会
で20 本以上自分の歯を残している80 歳以上の方を
表彰します。該当する方は、次の歯科医院までご連絡
ください。（前年度までの表彰者は対象外となります。）
〇応募期間	９月17日㈭～10月17日㈯
〇応募資格	 市内在住の80歳以上で（平成27年10月

17日現在）20本以上の自分の歯を持つ元
気な方

〇応募場所	あおい歯科・えとう歯科・えのもと歯科
医院・茶圓歯科クリニック・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

※応募場所で歯科検診（無料）を受けてください。
〇問合せ	 串木野健康増進センター

9 月の市税納期
税務課（☎ 33-5682）

市県民税　第2期 9月30日

　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。

しっかりおさめて　ただしくつかおう　あなたの未来を守る税
（平成２６年度「税に関する標語入賞作品」より）



4

障害者委託訓練生（パソコン事務科）募集
福祉課（☎ 33-5619）

〇訓練内容	 パソコンを利用した訓練
・ワープロ（ワード）	初級程度
・表計算（エクセル）	初級程度
・仕事に必要なコミュニケーション能力、ビジネスマナーの習得	など
〇実施場所	 職業訓練法人川内能力開発協会川内技	
	 術開発センター（薩摩川内市青山町）	
	 ☎ 22-3873
〇授	業	料	 無料
〇定		　員	 8 名（応募者が少ない時は訓練を実施
	 	 しない場合があります）
〇訓練期間	 11月10日㈫～平成 28 年1月29日㈮
	 （訓練時間9：10～15：50土日祝は休み）
〇対	象	者	 障がいをお持ちの方で、早期の就職や	
	 復職を目指す方
〇応募期間	 9月17日㈭～10月16日㈮
〇面　　接	 （日時）10月26日㈪10：00
	 （場所）川内能力開発協会川内技術	
	 	 開発センター
〇願書提出先　最寄りのハローワーク

願書（指定用紙）は問合せ先にあります。
〇問	合	せ	 最寄りのハローワークまたは
	 鹿児島障害者職業能力開発校	（薩摩川内市入来町）
	 ☎	44-2206		FAX	44-2207

優良バス事業者を積極的に利用しましょう
水産商工課（☎ 33-5638）

　九州運輸局では、安全面や環境面で優れたバス事業者を
認定・認証する制度を通じて、優良バス事業者の選択を容易
にし、その積極的な利用を働きかける取組を行っています。
　認定・認証制度の趣旨をご理解いただき、バス事業者を
利用する際には参考にしていただきますよう、お願いします。
※九州運輸局の行政処分状況や輸送の安全を確保する
ための貸切バス選定・利用ガイドラインが九州運輸局
のホームページにありますので参考にしてください。

平成 28 年度がけ地近接等危険住宅移転事業の募集
都市計画課（☎ 21-5154）

　がけ地に近接して建っている危険住宅を安全な場所
へ移転するための助成制度です。
　移転に際し、危険住宅の撤去費用（限度あり）と新たな住
宅の建設・購入等のため、金融機関から融資を受けた借入金
の利子相当額を補助金として交付します。（限度額あり。）
〇対象住宅
・高さ2ｍ、角度 30度以上のがけに近接
・昭和 46 年 8月31日以前に建設
・現に居住していること
・平成 28 年度に住宅の建設・解体を実施する方
〇申込期限　9月30日㈬まで

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

ひばりが丘団地
（だいわ串木野店近く）

平成元年度	
１戸

耐火5階建（2階）
3DK・水洗トイレ 不可

文京町団地
（串木野高校近く）

平成 6 年度
１戸

耐火4階建（4階）
3DK・水洗トイレ 不可

ウッドタウン
（脳神経外科近く）

平成11年度
１戸

木造平家建・
2LDK・
水洗トイレ

可（ただし
60歳以上）

金山住宅
（旭小学校近く）

平成元年度	
１戸

木造平家建・
3DK・水洗トイレ 不可

〇家　　賃	 入居世帯の所得に応じて設定されます
〇入居基準（主なもの）
・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（ウッドタウンを除く）
・市税等（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１世帯につき１台まで（ウッドタウンは２台まで）
※金山住宅は、応募多数の場合、小学生以下の子ども
がいる世帯（妊娠中も含む）を優先的に取り扱います。
〇入居時必要なもの
・敷金（家賃の3か月分）
・連帯保証人（2人）
〇申込期間	 9月24日㈭必着
※公募住宅は既設住宅で、年数も経過しており壁等
に傷みや汚れがありますが、ご了承ください。

〇抽選日
	 9月30日㈬10：00　串木野庁舎地下大会議室
〇入居予定日	 10月9日㈮
〇申込・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）

借金等でお困りの方。まず相談しませんか？
～司法書士による消費生活無料相談会～

水産商工課（☎３３-５６３８）

　クレジットやサラ金の多重債務問題、訪問販売など
によるトラブルなど、消費生活に関する問題でお悩み
の方を対象に、司法書士による無料相談会を実施しま
す。お気軽にご相談ください。
〇日　時	 9月29日㈫13：30～16：30
	 （相談時間は一人 30 分程度）
〇場　所	 市役所（串木野庁舎）
〇申　込	 9月25日㈮までに水産商工課へお申し
	 込みください。
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「無料法律・登記・税務相談所」の開設
水産商工課（☎ 33-5638）

　鹿児島県司法書士会などでは、10月1日「法の日」
の記念事業として無料法律・登記・税務相談所を開設
します。お気軽にご相談ください。
〇日　時	 10月1日㈭　10：00～16：00
〇場　所	 中央公民館　１階第１・２会議室
〇相談内容
・土地建物の登記に関する事項
・土地の地積、分筆、測量、境界に関する事項
・会社の登記に関する事項
・所得税、贈与税、相続税、その他税務一般に関す
る事項
・遺言書・成年後見手続き
・裁判手続や裁判所に提出する書類の相談等
・消費者金融問題、架空請求問題
・供託に関する事項
・その他様々な相談
〇主　催	 県司法書士会、県土地家屋調査士会、
	 南九州税理士会鹿児島県連合
〇問合せ	 鹿児島県司法書士会	☎ 099-256-0335

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

　予約制による年金相談となっています。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。
〇日　時	 10月13日㈫　10：00～15：30
〇場　所	 市来庁舎　３階第 4会議室
〇相談員	 川内年金事務所職員
〇申込期限	 10月6日㈫
※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が必要。

「市民総ぐるみのあいさつ運動」展開中
社会教育課（☎ 21-5128）

　本市では、「大人が変われば子どもも変
わる」を合言葉に、「市民総ぐるみのあいさ
つ運動」を展開しております。

　青少年健全育成のため、あいさつがあふれるまちづ
くりを目指して、家庭や学校、地域、職場、各団体な
どで、あいさつ運動に積極的に取り組みましょう。
具体的な取組として
◎地域ではできるだけ子どもたちの顔を覚え、
　名前を呼んであいさつを
　（〇〇さん、おはようございます！）
◎家庭では親子や夫婦でもきちんとあいさつを
◎大人から進んで子どもたちへあいさつを	 など			

住宅用火災警報器の設置はお済ですか？
消防本部（☎ 32-0119）

　すべての住宅は住宅用火災警報器の設置が平成 23
年から義務づけられています。今年４月１日現在本市
の93.6％の世帯が設置しています。設置が済んでいな
い住宅は、早急に設置をお願いします。
住宅用火災警報器が役だった事例
　92歳女性が、魚をＩＨヒーターのグリルで焼いたま
ま、別室で作業をしていたところ、煙式住宅用火災警
報器が鳴り出した。音に気付いてキッチンに行くと煙が
充満していたので、ＩＨヒーターの電源を切り消防署
へ通報して火事にならなかった。
〇設置する場所と種類
・寝室　（煙式）
・２階に寝室がある場合、寝室と階段の天井または
壁の上方（煙式）
※台所への設置義務はありませんが、設置していれ
ば安心です。（熱式または煙式）

【設置例】２階建で、１階と２階に寝室がある場合

〇設置済みの方へ
　「いざ」という時に警報器がきちんと鳴るよう、少な
くとも1年に１回程度、作動点検と清掃を行ってくださ
い。点検は、点検ひもを引くか点検ボタンを押してくだ
さい。清掃は、掃除機等でほこりを取りましょう。
　電池の寿命は概ね５年から１０年です。音声やラン
プ表示などで電池交換時期を知らせてくれるので、新
しい電池と交換してください。
　詳しい方法は取扱説明書をご覧いただくか、一般社団法
人日本火災報知機工業会のホームページをご覧ください。

交通安全フェアinくしきの
まちづくり防災課（☎ 33-5631）

〇日　時	 ９月23日 10：00～15：00
〇場　所	 串木野自動車教習所
〇内　容	 ・フリーマーケット
	 ・ネイルケア体験
	 ・ゴーカート体験
	 ・オリジナル缶バッチ作成コーナーなど
〇問合せ	 串木野自動車教習所　☎32-9222
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いきいきバス、いきいきタクシーをご利用ください
水産商工課（☎ 33-5638）

　市では「いきいきバス」と「いきいきタクシー」を運行しております。どうぞご利用ください。

□	いきいきバス　大人２００円（小人・障がい者等は半額）　【串木野地域・市来地域】　　1月1日～3日運休
路 線 運 行 日 便 数 運 行 区 間

羽島・荒川線 月・水・金 １日2往復 土川～羽島～荒川～串木野市街地～別府～串木野駅
芹ケ野線 火・木・土 １日2往復 深田～芹ケ野住宅～串木野市街地～別府～串木野駅
冠岳線 火・木・土 １日2往復　 宇都～生福～袴田～串木野市街地～別府～串木野駅

木原墓地線 月・水・金 １日3 往復 串木野駅～本浦～酔之尾～木原墓地～市来駅
※	芹ケ野線の深田地区の方がご利用の際には事前予約が必要となります。
■深田地区専用予約電話　☎ 0996-23-3181　いわさきバスネットワーク㈱川内営業所

□	いきいきタクシー　大人３００円（小人・障がい者等は半額）　【海瀬地区・市来地域】　1月1日～3日運休
路 線 運 行 日 便 数 運 行 区 間
川　上　線 月～土 １日２往復 海瀬地区・川上地域の郊外地区～市街地の乗降場所16ヶ所
大　里　線 月～土 １日２往復 大里地域の郊外地区～市街地の乗降場所16ヶ所

※	ご利用には事前予約が必要です。
■予約専用電話　☎ 0996-32-8010　第一交通㈱串木野営業所

□出発時間及び予約時間（川上線・大里線とも同じです）
行 き 先 便 名 出 発 時 間 予 約 時 間
市来地域
市街地行き

１便 8：00～ 8：15 前日	 20：00まで
２便 9：30～ 9：45 当日	 8：30まで

海瀬地区・市来地域
郊外行き

３便 11：30～11：45 当日	 10：30まで　
４便 14：00～14：15 当日昼	 13：00まで

いきいきバス・いきいきタクシーの運行時間・乗降場所など詳しくは「いちき串木野市公共交通マップ」、市ホームペー
ジをご覧ください。

いちき串木野市誕生10周年記念企画
いちき串木野市フォトコンテスト　作品募集

カメラやスマホで撮って応募しよう！　　　　　　　　政策課（☎ 33-5672）

応募票など詳しくは市のホームページをご覧ください。

テーマ “ 未来に残したい いちき串木野 ”
応募期間 2015 年10月1日（木）～12月14日（月）　消印有効

部門と各賞

「一般の部」　　			
大賞（3万円）×1名　準大賞（1万円）×2名　入選（5千円）×数名
「ジュニアの部」			
大賞（1万円）×1名　準大賞（5千円）×2名　入選（3千円）×数名
　　　　　　　　　　　　　　　　　	（図書券など商品券）
※一般・ジュニアの部の女性の中から「カメラ女子 de賞」
			（1万円、ジュニアの部は５千円商品券）×数名
※他にも各賞あり
※入賞したみなさんの合同写真集を後日贈呈

応募資格 ｢一般の部」は高校生以上									「ジュニアの部」は中学生以下
応募方法 作品１点ごとに所定の事項を記入した応募票を裏面に貼付して郵送
応募宛先
お問い合わせ

　市役所	政策課「いちき串木野市フォトコンテスト応募係」
　　TEL	0996-32-3111



7

ふるさと納税パートナー企業及び返礼品の募集
食のまち推進課（☎ 33-5621）

　市では、ふるさと納税の寄附者に対する「返礼品」
に協力していただける事業者を随時募集しています。
登録等についてはお問い合わせください。
〇パートナー企業登録要件
⑴本社（本店）、支社（支店）、営業所等のいずれか
を市内に有する法人や個人事業所
⑵代表者の市税の滞納がないこと。
⑶代表者等が、暴力団の構成員等でないこと。
　ただし、上記の要件に適合しても、市が適当でな
いと認めた場合は、参加できないことがあります。

〇ふるさと納税による返礼品の申込みと発送までの流れ
①寄附者は、「ふるさと納税ポータルサイト『ふるさ
とチョイス』」または市へ直接寄附もしくは「かご
しま応援寄附金募集推進協議会」を通じて寄附
すると同時に、返礼品を選びます。
②市は、寄附者が選んだ商品と発送先等の情報を
パートナー企業にFAX又は電子メールで連絡し
ます。
③パートナー企業は、寄附者に返礼品（商品）を発
送します。
④パートナー企業は、返礼品（商品）発送完了の報
告とともに、市へ商品代及び送料を請求します。
⑤市は、パートナー企業に商品代及び送料をお支払
いします。（限度額有）

９月10 日は下水道の日
～忘れない　暮らしの下に　下水道～

上下水道課（☎ 21-5157）

　｢下水道の日｣ は、美しい自然環境に囲まれた快適
な生活を次の世代まで引き継いでいくことを願うもの
です。
　下水道はトイレの水洗化による快適な生活をもたら
すだけでなく、生活排水を処理することにより、身近
な川や海などの水環境の保全に役立っています。
　自然環境を守るためにも、みなさま一人ひとりのご
協力が必要となります。公共下水道が使用できる区域
内で、まだ接
続していない
ご家庭は、一
日も早く接続
をしていただき
ますようお願い
します。

危険物取扱者試験の実施
消防本部（☎ 32-0119）

〇試験の種類	 甲種・乙種 (第１～第６類 )・丙種
	 	 ※乙種の複数受験可
〇試験日時	 11月21日㈯	9：30～
〇試験会場	 県立川内商工高校他県内10 会場
〇受付期間
・電子申請	 	9月29日㈫～10月10日㈯
	 http：//www.shoubo-shiken.or.jp
・書面申請		 10月2日㈮～10月13日㈫
	 	 ※土・日・祝祭日を除く
〇受付場所	 	( 一財 )	消防試験研究センター
	 	 鹿児島県支部
※受験準備講習会（10月中）も実施されます。
※受験願書等は消防本部といちき分遣所にあります。

工場等を新設・増設した場合は電気料金の補助が受けられます
政策課（☎ 33-5628）

　本市は川内原子力発電所に隣接していることから、旧
串木野市域に工場等を新設または増設し、雇用増があっ
た企業に対して、電気料金を割引く給付金（原子力発電
施設等周辺地域企業立地支援給付金）が受けられます。
交付要件は次のとおりで、原則 8年間給付されます。
〇対象企業
　平成 26 年10月1日以降に新設または増設した事業所
〇交付要件　
・電力契約（産業用途）の新設または増設があること。
・雇用者が3人以上増加すること。
・製造業においては、設備投資額が新設1000万
円・増設500万円以上であれば特例給付金の支給
対象となります。

〇国への申請時期	 10月中旬
〇市への申込み	 随時
〇問合せ	 政策課企業立地係

設備投資を行った事業者の皆さまは租税特別措置が活用できます
水産商工課（☎ 33-5638）

　本市は、国から半島の振興を促進するための産業振興
を推進する地区の指定を受けています。これにより、本市
では、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サー
ビス業の事業者が、機械、建物などに一定額以上の設備
投資をした場合、租税特別措置（５年間の割増償却）が
活用できます。
　なお、この措置を活用するためには、法人税の税務申告
時に、その設備投資が本市の産業振興促進計画に適合し
ているという市が発行する証明書が必要となりますので、
税務申告前に水産商工課へお問い合わせください。	
　また、本市産業開発促進条例の要件に合致した場合、
固定資産税の不均一課税（税率を段階的に軽減）も受け
ることができます。
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どきどき、わくわく
国民文化祭・かごしま 2015 ニュース

vol.9
社会教育課（☎ 21-5113）

○本市の国民文化祭開催まであと２か月！
　第 30 回国民文化祭・かごしま2015の開催まで
あと２か月となり、本番に向けた準備が着 と々進ん
でいます。今回は、シンポジウム「金山の歴史」を
紹介します。

シンポジウム「金山の歴史」
11月15日㈰　市民文化センター

○小・中学生による発表と特別講演
　10：00～12：00
・旭小学校　「石当節」の披露
・串木野中学校、串木野西中学校の研究発表
・特別講演　五味　篤　氏
　（三井串木野鉱山㈱代表取締役社長）

○基調講演とパネルディスカッション
　13：00～16：00
・基調講演　新田　栄治　氏
　（鹿児島大学名誉教授）

・パネルディスカッション

〈隣接会場：文化センター前駐車場、中央公民館〉
　10：00～15：00
・宝石採り体験 (無料 )
・串木野鉱山鉱物及び写真パネル展示
・生け花展示・お茶の振る舞い（野点）
・県立青少年研修センターによる創作活動
　他にも様々な体験活動や物品の販売など楽しい
企画が盛り沢山です。ぜひ、体験してみてください。

11/7 ㈯、8 ㈰
『薩摩藩英国留学生フェスティバル』
『国民文化祭 inいちき串木野「食の祭典」』

インターネットでも回答できます！！
* パソコン・スマートフォン・タブレット PC

　9月上旬から調査員が各世帯をお伺いします。
　「インターネット回答に必要な ID・パスワード」と「紙の調査票」
を同時に配布します。
　インターネットで回答した場合、紙の調査票を提出する必要はあ
りません。また、配布済の紙の調査票の回収にも、うかがいません。
　インターネットで回答しなかった場合、紙の調査票のご記入をお
願いします。10月上旬に調査員が受け取りにうかがいます。
　市民の皆様のご理解とご回答をお願いします。

インターネット回答期限は9月20日㈰です。

ひっとべ！
かごしま国文祭

どきどき、わくわく
国民文化祭・かごしま2015 ニュー
スでは、国民文化祭の情報や、い
ちき串木野市における取り組み状況
などを紹介していきます。
次回もお楽しみに！！

国文祭ホームページ http://kagoshima-kokubunsai.jp/

国勢調査いちき串木野市実施本部
（☎３２－３１１１：内線３５１１・３８９０・３８９１）

○国勢調査コールセンター
設置期間：８月24日～10月31日	 【電話】0570-07-2015
受付時間：８：00	～	21：00	 一般の固定電話の場合、市内通話料金でご利用になれます。　　
　　	　（土・日・祝日も利用できます）	 * 携帯電話・PHSの場合、それぞれ所定の通話料金となります。
	 【IP 電話】03-4330-2015
	 IP 電話の場合、所定の通話料金となります。
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平成２７年度文化祭出演者募集
社会教育課（☎ 21-5128）

　文化祭に出演する団体・個人を募集します。
〇期　日	 １１月１日㈰
〇開催場所	 市民文化センター　
〇出演時間	 １団体、個人・・・・１０分以内
〇出演条件	 特になし
〇応募方法
・申込書は社会教育課、市民文化センター、いちき
アクアホールにあります。提出も同場所へ。
　なお、土日・祝日は社会教育課以外の場所へ提出。
・応募多数の場合は選考のうえ決定します。
〇応募締切	 ９月２３日
〇問合せ	 社会教育課文化振興係

英語暗唱・スピーチ大会
学校教育課（☎ 21-5127）

　子ども達が英語で、学校の紹介や英語劇などを発表
します。どなたでもご覧いただけますので、多くの市民
の皆様のお越しをお待ちしております。
〇参加者	 本市公立小・中学校の代表者
〇日　時	 10月9日㈮
・中学生の部　	9：30～11：30
　教科書の一部の暗唱及び市や学校の紹介
・小学生の部　14：15～16：00
　市や学校の紹介、紙芝居や英語劇等

〇場　所	 いちきアクアホール　
※この大会は子ども達の英語力を向上させ、実践的
コミュニケーション能力を育成することを目的に開
催するものです。

平成２７年度青年海外協力隊・シニア海外ボランティア
秋募集・「体験談＆説明会」のお知らせ

　政策課（☎ 33-5628）

　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 と々共に働きながら、国づくりに貢
献する海外でのボランティア活動です。
〇募集期間	 10月1日㈭～11月2日㈪
〇説明会	 （合同で開催）
・ 9月26日㈯	14：00～	 県民交流センター
・10月14日㈬	18：30～	 勤労者センター
〇応募資格
・青年海外協力隊及び日系社会青年ボランティア

　…満20 歳～満39歳　日本国籍の方
・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

　…満 40 歳～満 69歳　日本国籍の方
〇問合せ　JICAデスク鹿児島　☎ 099-221-6624
									　((公財 )鹿児島県国際交流協会内 )

市制施行10周年記念「第10回市民体育大会」開催
市民スポーツ課（☎ 21-5129）

　市民の皆様がスポーツを通して互いにふれあい、健
康つくりをすすめる楽しい大会になるよう計画しており
ます。
　市民の皆様の参加をお待ちしております。
〇期　日	 10月18日㈰　雨天中止
※中止の場合は、防災無線でお知らせいたします。
〇場　所	 多目的グラウンド
〇開会式	 8：30～
【お願い】　駐車台数に限りがあり混雑が予想されます。
できるだけ乗り合わせてお越しください。
　また、会場までの送迎バスを運行しますのでご利用
ください。詳しくは、広報 9月24日号と一緒に配布
するプログラムをご覧ください。

いきいき女性講座及び育児支援講座受講生募集
働く女性の家（☎ 32-7130）

〇いきいき女性講座
講座名 日時 定員 内容（持ってくる物・材料費）

栗の
渋皮煮

10/1㈭
9：30～
12：00

30
圧力鍋を使い栗の渋皮煮を作
ります。(エプロン、三角巾・
400 円程度 )

〇育児支援講座
ネイル
ケア

10/7㈬
10：00～
11：00

10
傷んだ爪を整えてきれいな爪を
保ち、自然のままでも美しい指
先を作りましょう。(100 円 )

リフレクソ
ロジー

10/14㈬
10：00～
11：00

10
足ツボを刺激して自律神経系
やホルモン系を調整し、育児
で疲れた体を癒しましょう!

〇場　所	 働く女性の家
〇対象者	 市内に居住または勤務している女性を優先

し、男性も受講できます。また、育児支援
講座は乳幼児を持つ親が対象になります。

〇受講料	 無料（ただし、材料費は実費自己負担）
〇申込期限	 9月24日㈭（受付		火曜～土曜、
	 9：00～17：00、月曜日は休館）
〇託　児	 いきいき女性講座は満２歳以上～未就学

児。育児支援講座は乳幼児も託児します。
希望される方は、申込時にお知らせくだ
さい。

映画会「第３回なつかシネマ」開催
水産商工課（☎ 33-5638）

　好評につき、第３回なつかシネマが開催されます。
〇日　時	 9月26日㈯13：30～
〇場　所	 旭町中央通り商店街　まちなかサロン
〇観覧料	 無料
〇上映映画	 「喜びも悲しみも幾歳月」
〇問合せ	 中央地区まちづくり協議会
	 鮫島　☎33-1090
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生涯学習講座（短期講座）受講生の募集 　～学びあい ともに輝く人生を～
社会教育課（☎ 21-5128）

　今回、募集する講座は、夜に開催します。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。皆さんのご参加をお待ちしています。
講座
番号 講　座　名 学　習　内　容 定員 開講予定日 時間 回数

１ 「だれやめ」
料理教室

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7日～12月16日

19:00 ～
21:00 6 回

２ 簡単スイーツつくり
教室

洋菓子から和菓子まで簡単なデザートを作
り、試食しながら、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13日～12月22日

18:30 ～
21:00 6 回

３ プロから学ぶ家庭で
楽しむ珈琲

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15日～12月17日

19:00 ～
21:00 6 回

４ 茶道教室 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8日～1月14日
19:00 ～
21:00 6 回

５ 女子力アップ！
着物着付け教室

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14日～12月16日
19:00 ～
21:00 6 回

６ プリザードフラワー
教室

枯れないお花と呼ばれているプリザードフラ
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！

20 第２金曜日
10月9日～12月11日

19:00 ～
21:00 3 回

７ エアロビクス 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19日～11月30日
19:30 ～
21:00 6 回

８ ヨガ教室
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
めざします。

30 毎週木曜日
10月8日～11月12日

19:30 ～
21:00 6 回

９ バドミントン
教室

バドミントンの基礎・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9日～11月13日
19:30 ～
21:00 6 回

10 卓球教室 卓球の基本を学び、ゲームや仲間づくりを
通して、運動の楽しさを味わいます。 30 毎週土曜日

10月10	日～11月14日
19:00 ～
21:00 6 回

11 レクリエーション
ダンス

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15日～11月19日
19:30 ～
21:00 6 回

※開催場所は、全て上名交流センターとなります。
※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講しない場合があります。　
※予定日や時間は、会場や祝日等の関係で変更になることもあります。

○申込み
①申込書またはファックスで 9月25日（金）までに申し込みください。申込用紙は、社会教育課・中央公民館・
いちきアクアホール・上名交流センターにあります。※ファックスの時は、氏名・住所・電話番号・申込講座
を明記してください。【ファックス番号　社会教育課 36-5044または上名交流センター　32-8770】
②受講者の決定は後日、申込者全員へ連絡します。（定員を超えた場合は、抽選となります。）
○問合せ	 社会教育課	☎ 21-5128　
	 	 上名交流センター	☎ 32-8770	開館時間13：00～21：00（日祝日休館）

夜間開催



11＊同意をいただいた方のみ掲載しています。

氏　　名 年齢 行政区名

古　川　イ　サ 105 高見町

室之園　春　見 103 払山

村　木　キ　エ 103 橋ノ口

竹　元　シ　ヅ 102 恵比須町

波江野　シヅヱ 102 松寿園

北　原　ツ　ナ 102 崎下手

前　潟　タ　ミ 102 木屋

久見瀨　スミエ 101 袴田

塩　屋　夕　子 101 土川

前　田　光　夫 101 袴田

植之原　チ　ヅ 100 御倉町

大　平　ミ　ヨ 100 坂下

西別府　フ　ミ 100 別府

岩　下　ト　ヱ 100 岩下

寺　師　ヨ　シ 100 萩元下

堂　 　ミ　サ 100 下石野

尾　畑　ヨ　シ 100 曙町

原　田　宇　吉 100 払山

久　保　サナヱ 100 山之口

良　井　フ　ヂ 100 袴田

植之原　ケ　イ 100 御倉町

俣　木　サ　ヨ 99 日出町

蓑　茂　ト　ヨ 99 八房

志戸岡　タ　ミ 99 袴田

後　潟　サ　ト 99 松寿園

上　原　　　絹 99 潟小路

吉　村　ナツエ 99 大六野

江　口　貞　雄 99 宇都

　山　ハ　ル 99 袴田

松　下　ニ　カ 99 大薗

有　村　ト　ミ 99 酔之尾

宮之原　ユキヱ 99 光瀬下

石　橋　蓮　子 99 迫

溜　池　フヂエ 99 中原

谷　村　ヒサ子 99 天神町

中　 　ツ　ヤ 99 袴田

加　藤　ミ　サ 98 酔之尾

横　須　利　雄 98 横須

久米川　金　光 98 松尾

氏　　名 年齢 行政区名

畑　山　榮　藏 98 石川山

米當　形　ミ　子 98 岳釜

戸　川　藤　子 98 栄町

出　水　ア　キ 98 浦和町

平　田　ヒ　ミ 98 芹ケ野

福　嶋　シヅエ 98 平佐原

　手　タ　ミ 98 大河内

道　岡　清　法 98 中組

野　田　タ　ネ 98 深田上

大　庭　ト　ヨ 98 松山

草　留　ユキヱ 98 中尾町

松　下　ヒロノ 98 中向

渕　脇　盛　雄 97 松寿園

濱　田　タ　子 97 野元

堂　園　エ　ミ 97 島内

柳　園　チ　ヱ 97 酔之尾

山　下　マツノ 97 別府

池之上　ス　ミ 97 鏑楠

畠　中　佐　吉 97 袴田

上　新　才　二 97 新潟

迫　　　喜　内 97 迫

𫝆　村　ヒ　デ 97 野元

山　本　ツルエ 97 酔之尾

松　下　チ　カ 97 松寿園

内　村　　　榮 97 牛ノ江

白　石　ヒ　サ 97 栄町

宮　　　ヲコヨ 97 曙町

髙　原　フ　ミ 97 駅前

馬　場　ミツヱ 97 大原南

川　口　フ　ミ 97 浜西

樋　口　ミチエ 97 別府

熊　谷　ミ　カ 97 汐見町

濵　田　フミ枝 97 戸崎

柳　田　ク　ミ 97 恵比須

南　竹　ハルヱ 97 西浜町

紙　屋　スミエ 97 木場迫

吉　尾　藤　逸 97 浜町

小　林　フ　ヂ 97 須賀

大　焚　一　眞 97 木屋

氏　　名 年齢 行政区名

別　府　シ　ガ 97 荒川下

谷　口　フ　ミ 97 川畑

湯　前　静　男 97 吹上園

溜　池　ミ　ヤ 97 中原

逆瀬川　ヒ　サ 97 大六野

木　場　寿美子 97 松原

寳　滿　ノ　ブ 97 松寿園

永　井　 　美 97 堀

谷　山　幸　子 97 坂下

福　田　　　實 97 照島下

森　　　ア　ヤ 96 天神町

佐　藤　ヱ　ミ 96 薩摩山

田　畑　八十吉 96 東塩田町

潟　野　己代志 96 西浜町

宇　都　壽　子 96 外戸

西　岡　ミエ子 96 昭和通

原　田　ス　ミ 96 払山

日　髙　奈美惠 96 麓

石　野　フ　ヂ 96 石川山

田　﨑　チ　ヱ 96 松原

浦　嶋　ミツエ 96 浜東

桑　畑　キサエ 96 浜町

𫝆別府　チ　オ 96 市口

濵　畑　三次郎 96 大原町

橋　口　ヨシヱ 96 橋ノ口

柏　木　キ　ミ 96 袴田

濵　屋　　　晋 96 中向

内　屋　　　藤 96 別府

石　元　ツ　ル 96 崎下手

礒　𦚰　タ　子 96 日ノ出町

上潟口　一　二 96 大原町

坂　口　フ　ミ 96 大原町

東　　　アイギ 96 大六野

橋　元　キ　ミ 96 曙町

萩之内　ト　エ 96 別府

内　門　義　文 96 酔之尾

立　石　ヒミ子 96 白浜

向　井　幸　子 96 坂下

上　竹　ツ　ヤ 96 御倉町

すこやかで心豊かな長寿社会  福祉課（☎33-5619）
◎ 8月27日現在で、生年月日順で掲載しています。（年齢は 9月1日現在の満年齢です。）� （敬称省略）



12 ＊同意をいただいた方のみ掲載しています。

氏　　名 年齢 行政区名

萩　原　ヤ　ス 96 土橋町

井手迫　靜　江 96 福薗

濵　田　ハルヱ 96 戸崎

寺　師　ユリ子 96 春日町

上　原　重　弘 96 潟小路

内　野　ノ　ブ 96 駅前

村　田　アキヱ 96 芹ケ野

下迫田　シ　ヅ 96 別府

寺　田　國　雄 95 田中中村

須納瀬　テ　ル 95 春日町

播　磨　セツ子 95 汐見町

福　田　セ　ツ 95 浦和町

庄　谷　ヱ　ミ 95 新生町

中　屋　サ　イ 95 萩元下

入　枝　エ　ミ 95 浜西

寺　坂　ノ　ブ 95 御倉町

大　竹　ふ 江 95 大原南

木　原　時　盛 95 天神町

淵　𦚰　良　子 95 松寿園

川　畑　シ　モ 95 ひばりが丘

福　山　フ　ク 95 小薗

濵　邊　長　義 95 緑町

中　野　シ　マ 95 島内

山　下　よし子 95 松寿園

新　村　スエノ 95 光瀬下

桑　 　フヂノ 95 芹ケ野

米　倉　喜　惠 95 旭町

曲　田　ミ　ナ 95 坂下

田　淵　ユキヱ 95 木場

星　原　　　薰 95 桜町

塩　屋　ナ　ミ 95 東塩田町

迫　　　善　一 95 迫

木　場　一　男 95 内門

中　島　シ　ヅ 95 岳釜

木　原　ヨ　子 95 別府

岩　下　孝　雄 95 土川

中　堀　時　江 95 浜西

田　中　一　夫 95 日出町

戸　川　　　清 95 平江

氏　　名 年齢 行政区名

川　口　キ　エ 95 昭和通

濵　田　三　枝 95 戸崎

春　田　ハツヱ 95 海土泊

木之下　トシ子 95 春日町

溜　池　美　代 95 中福良

國　分　　　 95 新潟

松　山　カ　ネ 95 石川山

坂　口　フ　デ 95 松寿園

菅　沼　美津枝 95 八房

長　　　一　彦 95 旭町

塚　田　睦　子 95 日出町

大久保　篤　志 95 昭和通

森　　　ムメノ 95 御倉町

生　野　ハナヱ 95 生野

田　渕　ヒ　サ 95 松寿園

北　山　ハツミ 95 舟川後

松　元　ツタエ 95 田中中村

田　淵　利　雄 95 大六野

瀨戸　フ　ヂ 94 松寿園

植ノ原　スミ子 94 中尾町

塚　田　カナ子 94 春日町

前　田　フ　ミ 94 迫

鹿　丸　哲　夫 94 袴田

本鍋田　サ　ト 94 堀

原　口　トミヨ 94 曙町

所　﨑　タ　ヱ 94 八房

柏　木　一　彦 94 野元

東　田　太　作 94 浜中

此　元　利　秋 94 平佐原

中　原　ミ　エ 94 佐保井

本　　　四　六 94 袴田

塚　田　み　ち 94 昭和通

村　田　セ　ツ 94 金山下

福　元　正　雄 94 春日町

前　田　保　男 94 迫

川　森　サカヱ 94 塩屋町

東　　　　　直 94 福薗

之内　トミ子 94 八房

西　峯　キ　ミ 94 高見町

氏　　名 年齢 行政区名

五　島　美　加 94 恵比須町

宇　都　ミ　ヨ 94 宇都

山　下　サチヱ 94 浜東

久木野　フ　ミ 94 久木野

内　德　久　芳 94 照島下

新　村　タ　ヨ 94 木場迫

後　潟　フ　ヂ 94 潟小路

出　水　ツヤ子 94 旭町

上　 　ユ　キ 94 野元

鳥井原　好　子 94 河内

東　　　キミコ 94 島平上

竹　中　又　二 94 薩摩山

植　屋　爲　義 94 金山下

坂　口　タ　ミ 94 生野

宇　都　フミ子 94 外戸

田　﨑　ツ　ル 94 崎野

平　石　ナ　ル 94 高見町

濵　田　ス　ミ 94 中福良

松　下　ヨシエ 94 栄町

松　﨑　シノブ 94 田中中村

勘　塲　ヱ　ミ 94 吹上園ふもと

丸　山　ユリ子 94 松寿園

長　谷　マツミ 94 酔之尾

中　尾　松　二 94 元町

木　塲　スミノ 94 上石野

末　吉　フ　ミ 94 浅山

久　保　ト　シ 94 外戸

吉　留　ミツヱ 94 吹上園

湯　 　俊　子 94 大原南

塩　田　正　人 94 栄町

小野原　ハルヱ 94 金山

宮　下　シ　マ 94 吹上園

春　田　レイ子 94 野元

向　井　チ　ギ 94 元町

坂　口　キ　ミ 94 野中栫

牧　元　　　静 94 酔之尾

満　園　己　善 94 市口

松　﨑　マサエ 94 木場迫

吉　見　亮　助 94 栄町

9 月 21日（9 月の第 3 月曜日）は『敬老の日』です。多年にわたり社会に尽くして
こられた高齢者を敬愛し、長寿を祝福しましょう。 

◎ 8月27日現在で、生年月日順で掲載しています。（年齢は 9月1日現在の満年齢です。）� （敬称省略）



13＊同意をいただいた方のみ掲載しています。

氏　　名 年齢 行政区名

前之園　　　信 94 日出町

井之上　シ　ヅ 94 野元

宮　　　ツルヱ 94 猪之鼻

濱　根　トシエ 94 潮風園

田　中　ス　ミ 94 栄町

本　田　清　子 94 松原

平　川　スミヱ 94 生野

河　野　静　子 93 栄町

北　山　ヒサコ 93 桜町

　立　多美子 93 大原南

遠　矢　盛　臣 93 駅前

畠　中　イ　ク 93 袴田

二ツ町　トシヱ 93 中尾町

木　場　淺　江 93 崎野

宮ノ内　實　盛 93 ひばりが丘

原　園　ス　キ 93 寺迫

崎　野　ト　ミ 93 崎野

濵　田　富佐江 93 戸崎

竹　中　タ　ヱ 93 新生町

中　村　福　江 93 本浦東

小　川　ヨ　ネ 93 小瀬

松　田　ヨ　シ 93 小瀬

節　政　藤　子 93 平江

小　園　ス　ミ 93 春日町

白　石　イ　サ 93 栄町

梅　北　チ　モ 93 海土泊

田　中　ワカ子 93 中福良

石　神　サチヨ 93 崎野

堀　　　アサヱ 93 金山

上　 　ト　シ 93 潟小路

吉　尾　笑　子 93 浜町

藤　田　カツ子 93 松寿園

野　﨑　スミエ 93 迫

和　田　正　紹 93 駅前

本　田　文　子 93 元町

上　原　ハルエ 93 潟小路

吉　内　ヨシエ 93 東塩田町

田　﨑　一　男 93 崎野

中　谷　ユリ子 93 平身

氏　　名 年齢 行政区名

木　場　ツマノ 93 木場

下袴田　キクエ 93 袴田

南　竹　ミ　カ 93 岳釜

湯　前　ミ　キ 93 吹上園

佐　多　節　子 93 潮風園

田　上　マツエ 93 大原南

川　口　吉　義 93 潮風園

三　輪　　　實 93 舟川後

木之下　勇　夫 93 平江

二　町　ハルヱ 93 大原町

濵　﨑　佐　惠 93 本浦東

横　須　靜　子 93 横須

佐保井　惠　一 93 佐保井

前　屋　吉　二 93 大原南

西　屋　トミコ 93 昭和通

中　原　ス　ミ 93 中尾町

石　井　ミツエ 93 崎下手

久　保　時　雄 93 坂下

神　 　タ　キ 93 平江

谷　口　ミ　ツ 93 川畑

住　𠮷　又　男 93 島内

内　野　フミヱ 93 駅前

𫝆　井　シツエ 93 春日町

川　口　タ　ヱ 93 光瀬浦

久　保　ハ　ル 93 東塩田町

冨　永　チ　ヱ 93 光瀬浦

江　藤　カツ子 93 天神町

　永　セ　ツ 93 栄町

中　尾　キクヱ 93 西浜町

瀬戸口　信　一 93 崎下手

溜　池　ノ　ブ 93 松寿園

松　﨑　ミツエ 93 土川

福　留　ミ　ヤ 93 御倉町

所　﨑　藤　吉 93 八房

久木野　シヅヨ 93 久木野

前　田　キクヱ 93 芹ケ野

松　島　ミツエ 93 松寿園

中　 　よつみ 93 塩屋町

野　平　ノリ子 93 駅前

氏　　名 年齢 行政区名

永　山　キヨ子 93 曙町

堂　園　モチヱ 93 島内

平　石　辰　一 93 浜西

上　新　ミサヱ 93 新生町

上　夷　ミサヱ 93 本浦東

岡　下　義　孝 93 中尾町

上ノ薗　勇　雄 93 陣ケ迫

木　原　チエコ 93 天神町

田ノ上　幸　雄 93 袴田

山　田　スエノ 93 塩屋町

後　藤　孝　子 93 昭和通

山　縣　英　子 93 元町

宇　都　計　子 93 払山

福　田　アヤ子 93 市口

安　藤　ヱ　ミ 93 新潟

田重田　　　敏 93 下手中

　原　タ　マ 93 松原

兒　島　麗　子 93 潟小路

田　中　矢　八 93 元町

太　田　一　枝 93 麓

久木野　チ　ヲ 93 久木野

小　原　サ　チ 93 迫

坂　元　サキ子 93 元町

池　田　　　實 93 木場

吉　見　孝　子 93 栄町

中　原　フミエ 93 天神町

久木野　眞　正 92 久木野

川　畑　ノ　ブ 92 戸崎

久木田　テ　ル 92 酔之尾

愛　甲　テ　ル 92 松寿園

室　屋　德　一 92 汐見町

大　里　喜　市 92 塩屋町

松　島　ト　ヨ 92 寺迫

川　野　千　春 92 袴田

木　場　ツ　ユ 92 木場

中　村　重　雄 92 野中栫

中　村　サ　ヱ 92 木屋

平　石　善　作 92 浜東

道　岡　フクエ 92 松寿園

◎ 8月27日現在で、生年月日順で掲載しています。（年齢は 9月1日現在の満年齢です。）� （敬称省略）



14 ＊同意をいただいた方のみ掲載しています。

氏　　名 年齢 行政区名

上　原　ハツヱ 92 潟小路

濵　畑　ト　ミ 92 大原町

𠮷　森　壽美子 92 大原南

平　川　ミ　ヱ 92 野元

蒲　地　靜　男 92 中組

田　渕　美　世 92 平江

前　野　フサヱ 92 別府

潟　山　　　節 92 中尾町

吉　留　ハルヱ 92 中井原

平　石　タマ子 92 浜東

山　口　久　夫 92 迫

久　保　和　子 92 迫

山　下　ヨ　シ 92 日出町

平　川　サチ子 92 市口

柏　原　政　子 92 須賀

濵　田　ノ　ブ 92 戸崎

佐保井　サチヱ 92 宇都

内　野　貞　子 92 潟小路

小　原　ス　ギ 92 野元

佐　藤　マル子 92 塩屋町

川　畑　ミ　カ 92 宇都

松　下　ツヤ子 92 深田上

渕　脇　アキヱ 92 松寿園

木　場　テ　ル 92 内門

祐　下　フヂヱ 92 東塩田町

愛　甲　ヨシヱ 92 元町

谷　村　シヅエ 92 天神町

濵　田　フ　サ 92 野元

上　田　ス　ミ 92 須賀

下　中　フ　ミ 92 崎下手

上　原　ク　サ 92 潟小路

福　 　トミヱ 92 福薗

池　田　フ　デ 92 生野

下　村　増　夫 92 岳釜

武　村　ヨ　シ 92 本浦東

ノ園　スミヱ 92 佐保井

内　野　ト　ミ 92 潟小路

岡　下　フミエ 92 照島下

勝　田　フ　ヂ 92 曙町

氏　　名 年齢 行政区名

潟　山　ハルヱ 92 須賀

三　原　ヒロ子 92 門前

坂　口　シ　モ 92 下山

清　川　タ　子 92 袴田

宮　　　豊　吉 92 桜町

宇　都　サキエ 92 松下

　手　　　操 92 大河内

山　岡　俊一郎 92 松寿園

大　迫　ミ　エ 92 松原

中　尾　幹　夫 92 浦和町

濵　田　汲　江 92 緑町

紙　屋　ミツノ 92 木場迫

大　迫　信　夫 92 松原

上之園　トシ子 92 高見町

冨　永　サ　チ 92 別府

上　村　三　郎 92 平向

久　保　綾　子 92 栄町

山　元　道　子 92 東塩田町

須納瀬　邦　夫 92 緑町

久　德　サチ子 92 生野

本　坊　武　次 92 旭町

水　流　ヨ　シ 92 金山

中　原　カスミ 92 照島下

北　薗　ナワ子 92 浜ケ城

宇　都　善　滿 92 大原南

松　島　キクミ 92 寺迫

金　子　安　子 92 土橋町

大　里　綾　子 92 塩屋町

中　島　靜　子 92 下石野

入　枝　綾　子 92 浜中

白　蓋　文　男 92 汐見町

小　川　タミ子 92 市口

羽根田　幸　子 92 御倉町

川　口　ミ　ツ 92 浜中

田　中　ヤ　ス 92 元町

内　野　トキ子 92 平向

西　川　實　義 92 浦和町

溜　池　ミサヲ 92 中原

松　田　 　枝 92 大原南

氏　　名 年齢 行政区名

塩　屋　初　子 92 大原南

奥　田　満　子 92 麓

岩　下　フヂヱ 92 岩下

西　　　富　善 92 下石野

松比良　栄　則 92 久福

大六野　　　澄 91 中井原

田　中　從　子 91 大原南

寺　﨑　シ　ヅ 91 袴田

神　村　キクエ 91 新生町

内　屋　鉄　夫 91 別府

芹ケ野　笑　子 91 日出町

中　村　靜　吉 91 岳釜

飯　山　ノ　キ 91 迫

ヶ野　サチ子 91 芹ケ野

平　石　トシ子 91 坂下

白　石　フミヱ 91 浜東

　潟　フ　ミ 91 木屋

久木﨑　一　枝 91 高見町

川　邊　葉　子 91 汐見町

溜　池　ユ　キ 91 芹ケ野

藤　﨑　ヱ　ミ 91 浜中

前　 　サ　ヨ 91 照島下

石　神　ミツヱ 91 大原南

室之園　正　子 91 崎野

有　村　フ　ミ 91 袴田

山　内　國　義 91 元町

川　畑　カ　子 91 平ノ木場

原　田　ハルエ 91 栄町

丸　山　ヒ　モ 91 平木場

松　元　葊　志 91 中井原

前　田　綾　子 91 栄町

石　川　哲　子 91 浜ケ城

小　玉　ミサヱ 91 木屋

新　川　　　肇 91 潟小路

池　田　善　英 91 平向

古　川　フミ子 91 迫

愛　川　ヨ　シ 91 崎下手

藤　田　ミチ子 91 金山下

吉　内　ミ　ヱ 91 大薗

9 月 21日（9 月の第 3 月曜日）は『敬老の日』です。多年にわたり社会に尽くして
こられた高齢者を敬愛し、長寿を祝福しましょう。 

◎ 8月27日現在で、生年月日順で掲載しています。（年齢は 9月1日現在の満年齢です。）� （敬称省略）



15＊同意をいただいた方のみ掲載しています。

氏　　名 年齢 行政区名

吉　留　鉃　二 91 中井原

濵　屋　菊　枝 91 中向

冨　永　ヒ　サ 91 桜町

平　川　ミツヱ 91 小薗

小　村　モ　リ 91 白浜

枇　榔　ハツヱ 91 松尾

長　倉　ミ　ト 91 崎下手

萩　元　二　雄 91 平山

永　里　久　美 91 東塩田町

國　料　ヒ　デ 91 河内

小　牧　ヒ　ミ 91 麓

重　信　サチ子 91 陣ケ迫

堀ノ内　芳　枝 91 門前

　元　美　代 91 木屋

桑　畑　テル子 91 松寿園

玉　川　慶　子 91 酔之尾

木　下　ア　キ 91 大薗

中　堀　キ　ヱ 91 曙町

中　野　政　二 91 中向

上　新　ヱミ子 91 西浜町

久木山　　　正 91 浅山

須納瀬　武　義 91 大原南

平　井　信　子 91 金山下

荒　木　又一郎 91 昭和通

田重田　シ　ヅ 91 下手中

白　石　アヤ子 91 麓

冨　宿　サ　ダ 91 中尾町

山　下　博　子 91 春日町

本　田　ミ　カ 91 駅前

川　畑　レイコ 91 昭和通

野　﨑　トシ子 91 照島下

窪　　　キ　ヨ 91 山之口

竹　中　テ　ル 91 御倉町

百　田　ト　ネ 91 松寿園

比　良　シ　ヅ 91 松寿園

楠　生　ノ　リ 91 安茶

柏　木　ユリ子 91 野元

水　流　正　喜 91 金山

田　中　シ　ヅ 91 屋敷

氏　　名 年齢 行政区名

迫　　　トシヱ 91 芹ケ野

福　永　正　夫 91 白浜

内　田　キミノ 91 天神町

原　口　吉　二 91 祇園町

福　山　正　美 91 大原南

松　野　ときゑ 91 松下

良　井　三　郎 91 上石野

下　茂　ツル子 91 松原

宮　　　純　義 91 塩屋町

村　中　ツ　ユ 91 酔之尾

原　田　スミエ 91 払山

東　　　克　子 91 汐見町

庄　内　スミエ 91 大原南

神之門　クサエ 91 昭和通

中　屋　ノ　ブ 91 野元

益　﨑　ヱ　ミ 91 島平上

上　原　ヱミ子 91 平向

前　田　久　江 91 平向

濵　田　三　郎 91 野元

加治屋　利　雄 91 東塩田町

神　薗　綾　子 91 御倉町

久保野　フミ子 91 平向

入　本　ア　ツ 91 迫

馬場添　一　己 91 寺迫

井　上　鶴　江 91 栄町

上　新　秀　夫 91 港町

竹　田　スミ子 91 港町

平　石　ク　ミ 91 浜西

下　茂　盛　次 91 松原

出　口　　　明 91 平向

上潟口　義　正 91 春日町

川　口　ミ　ト 91 光瀬浦

長　　　中　和 91 麓

石　田　君　子 91 石川山

前　田　トシヱ 91 浦和町

野　下　マサ子 91 本浦東

劉　　　静　子 91 祇園町

木　場　俊　則 91 内門

山　本　千鶴子 91 元町

氏　　名 年齢 行政区名

新　川　テ　ル 91 橋ノ口

田　平　ト　ミ 91 大原南

野　元　滿　江 91 野元

﨑　野　アヤ子 91 崎野

古　薗　　　輝 91 大原町

松　永　ノブ子 90 中福良

地藏堂　ツ　ユ 90 河内

満　留　　　茂 90 旭町

有　村　清　子 90 袴田

平　　　マサヱ 90 平向

外　薗　次　夫 90 平江

江　藤　俊　子 90 大原町

志　村　アヤ子 90 西浜町

杉　岡　　　豊 90 東塩田町

吉　村　フ　ミ 90 松寿園

上迫田　ヱ　ミ 90 別府

黒　木　浦　子 90 栄町

平　石　畩　𠮷 90 浜東

松　﨑　百合子 90 光瀬下

新　村　義　春 90 光瀬浦

小　瀬　ユ　イ 90 緑町

平　川　フヂエ 90 小薗

倉　田　美智子 90 大原南

小　園　三　郎 90 旭町

橋　本　砂　夫 90 日出町

武　田　ニワ子 90 天神町

柳　園　ミ　エ 90 松原

福　園　光　雄 90 河原

木　塲　常　市 90 河内

中　原　ミツ子 90 土橋町

須納瀬　盛　男 90 深田上

谷　川　不二江 90 麓

上迫田　登　代 90 八房

松　嵜　　　馨 90 高見町

下青木　ユリ子 90 高見町

中　村　敏　秋 90 浅山

髙　﨑　二　郎 90 松原

坂　田　サヤ子 90 小瀬

池之上　富美子 90 八房

◎ 8月27日現在で、生年月日順で掲載しています。（年齢は 9月1日現在の満年齢です。）� （敬称省略）
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氏　　名 年齢 行政区名

堂　園　元　子 90 島内

西　村　トシヱ 90 港町

高　添　二三雄 90 浦和町

古　薗　フサエ 90 照島下

古　栫　ユミ子 90 汐見町

𦥑　井　ノブ子 90 麓

西　　　　　 90 西浜町

濵　田　清　次 90 戸崎

𫝆　藤　重　夫 90 高見町

中　原　國　江 90 ひばりが丘

伊　藤　アサノ 90 金山

吉　村　利　男 90 中原

若　松　政　子 90 松寿園

植　屋　清　孝 90 袴田

村　中　トミヱ 90 八房

星　原　タ　カ 90 高見町

潟　山　ミ　ヤ 90 野元

久　山　田鶴子 90 河内

橋　口　光　男 90 袴田

西中間　和歌子 90 陣ケ迫

江　口　道　子 90 高見町

出　水　チ　リ 90 旭町

田　中　葊　志 90 旭町

出　水　　　勇 90 栄町

八牟禮　ミ　ツ 90 松下

西ノ園　勝　美 90 平ノ木場

前　薗　鈴　江 90 照島下

藤　井　澄　子 90 石川山

永　里　タ　ヱ 90 田中中村

東　田　テ　ル 90 浜中

宇　田　東　昭 90 ひばりが丘

大六野　タ　子 90 中井原

野　元　五　郎 90 野元

日　髙　ナ　ル 90 酔之尾

室　園　ツタヱ 90 土川

南　　　ニ　ワ 90 袴田

蓑　手　ツナヱ 90 寺村

川　野　　　司 90 吹上園ふもと

福　 　知余子 90 横須

氏　　名 年齢 行政区名

田　代　住　子 90 麓

久　保　スミヱ 90 栄町

本　田　ナ　ミ 90 春日町

中津留　政　雄 90 上石野

原　 　スミヱ 90 野元

福　 　ユキエ 90 野中栫

重　田　初　行 90 草良

中　屋　トミ子 90 野元

海　田　カズエ 90 大原町

久木野　ミ　サ 90 袴田

井手迫　ハルヱ 90 大六野

冨　永　シツ子 90 萩元下

比　良　ミ　キ 90 中原

福　永　森　藏 90 東塩田町

西　　　作　一 90 松尾

福　盛　ノ　ブ 90 松寿園

久木園　キヨ子 90 池ノ原

濵　田　フミエ 90 戸崎

上　屋　ヨシエ 90 高見町

米　園　スミ子 90 平佐原

林　　　薩　子 90 天神町

田　中　悦　二 90 栄町

城　後　コズヱ 90 松寿園

早　崎　春　子 90 曙町

中　 　一　夫 90 大薗

松　下　保　子 90 平向

田ノ上　ミツヱ 90 袴田

宮　　　憲　夫 90 猪之鼻

松　元　と　み 90 田中中村

久見瀨　ヨ　ネ 90 安茶

西　村　一　雄 90 中向

濵　田　タツヱ 90 天神町

米　田　武　継 90 日ノ出町

中　村　義　雄 90 木屋

上　新　ト　シ 90 港町

川　﨑　サツキ 90 浜東

濵　田　シヅノ 90 堀

平　石　よ志乃 90 松尾

料　屋　　　都 90 袴田

氏　　名 年齢 行政区名

大六野　繁　雄 90 中井原

井手迫　ヒ　サ 90 大六野

田　中　ミツヱ 90 袴田

大　焚　民　子 90 中尾町

蓑　茂　節　子 90 八房

林　　　キ　ミ 90 小瀬

川　嵜　ユ　キ 90 潮風園

今　村　　　晃 90 海瀬

中　屋　ミ　チ 90 市口

久　德　正　一 90 中組

鈴　木　泰　男 90 汐見町

蒲　地　ヨシミ 90 中組

住　吉　ミ　サ 90 天神町

龍　薗　ミドリ 90 八房

榎　元　キヨカ 90 新生町

山　口　登千子 90 祇園町

平　石　ヨシヱ 90 浜西

中　村　ユキノ 90 田中中村

川　畑　久　子 90 川畑

濵　田　　　貢 90 旭町

毛　井　二　義 90 木場迫

松　野　アヤ子 90 松下

東　　　嘉　吉 90 中尾町

宮之原　豊　彦 90 八房

宝　満　絹　子 90 袴田

田　上　藤　雄 90 松寿園

＊同意をいただいた方のみ掲載しています。

9 月 21日（9 月の第 3 月曜日）は『敬老の日』です。多年にわたり社会に尽くして
こられた高齢者を敬愛し、長寿を祝福しましょう。 

◎ 8月27日現在で、生年月日順で掲載しています。（年齢は 9月1日現在の満年齢です。）� （敬称省略）


