
串木野健康増進センター
（☎33-3450）健康なまちづくり健康なまちづくり健康なまちづくり

⚠こんな症状は「SOS」のサインです⚠

ストレスと上手に付き合うために…
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　新型コロナウイルス感染症の影響で、自分を取り巻く環境が一変し、
「コロナ疲れ」を誰もが感じているのではないでしょうか。心身の不調
を放っておくと、「こころの病気」を発症し、自殺に追い込まれてしま
う恐れがあります。

　こころの病気は自分では気づきにくいものです。「ちょっと
疲れているだけ」「私は大丈夫」などという思い込みから対処が
遅れて発症する場合もあります。自分のこころの「SOS」に耳
を傾け、ひとりで抱え込まずに早めに相談しましょう。

☑疲れやすく元気がでない　　　☑不眠、もしくは過眠の症状

☑不安で落ち着かない　　　　　☑わけもなく悲しくなる

☑ボーっとして集中できない　　☑人とかかわるのがおっくう

☑自分のことを否定してしまう

☑何をしても楽しいと思えない

☑食欲がない、または食べ過ぎ

☑お酒や刺激物の摂取量が増えた

☑わけもなくイライラする

💛生活リズムを整える　　　　　　　　　💛情報に振り回されない
　・規則正しい起床・就寝　など　　　　　 　　・テレビやネット環境から離れる時間を持つ
💛栄養バランスのよい食事をとる　　　　　  ・信頼できる情報を得る　など
　・さまざまな食材からバランスよく　 　　 💛孤立・孤独を防ぐ
　　栄養をとる　など　　　　　　　　　　 ・SNS や電話、テレビ電話等で連絡を取り
💛適度に運動する　　　　　　　　　　　　  合い不安や心配を誰かに話す　など
　・ウォーキング、ストレッチ　など　　　　💛専門家に相談する  
💛リラクゼーションを日課にする　　　　
　・入浴、趣味を楽しむ　など

ストレスの蓄積・
急激な増加

こころの病気のリスク
上昇

症状の重さゆえの死

誰でもできるこころのケア
～「コロナ」で疲れていませんか？～

心身に不調が現れ
放置すると…

余裕がなくなり、
健全な判断力を失う

■新型コロナウイルス感染症関連 SNS 心の相談（インターネット）
■こころの健康相談統一ダイヤル　 ☎0570-064-556
■よりそいホットライン　☎0120-279-338（フリーダイヤル）
■串木野健康増進センターこころの相談　毎月第４月曜日　午前・要予約
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いちき特産品直売所　「季楽館」

南薩砂利株式会社
・従業員数　12名
・基本理念　�全従業員の物心両面の幸福（しあわせ）を

追求すると共に全従業員が商品に誇りを
持ち知識・経験・技術力・サービスを生
かして地域に貢献できる企業を目指す。

・所 在 地　いちき串木野市平江16725-1
・電話番号　32-3632

　お客様はやはり地元の方が多く、世間話に花
が咲くコミュニケーションの場となっています。
生産者さんも徐々に高齢化が進み、大規模営農
者の方が少なくなってしまいましたが、先輩方
が一生懸命作った農産物を受け入れたり、たわ
いもない話をすることでこちらも元気をもらっ
ています。
　とにかくお客様に近いお店です・・あなたも
一緒に楽しく働いてみませんか？

　砂・鉄鋼スラグの
ルート営業を主に担当
しています。
　南薩砂利に入社し 8
年目を迎えます。生コ
ンクリート工場、建設
業のお客様が主な販売
先であり、お客様のニー
ズに合わせて納入がで
きるように努力してい

ます。無事商品の納入が済んだ時には、胸を張っ
て「次回もお願いします」と達成した喜びを感じ
られます。
　また、弊社のダンプオペレーターは車両を日々
洗車し、きれいな状態をキープして社員一人ひと
りが営業マンという気持ちで、南薩砂利の看板を
掲げ安全第一で運搬をしてくれていることがとて
もうれしい事です。
　砂・鉄鋼スラグについてご質問があれば気軽に
南薩砂利までお電話ください。

企業アピール　

若手社員の企業アピール　内村　彰吾さん

企業の概要
　季楽館は平成9年に現在の建物が完成し、営業を開始
しました。今年で26回目の総会を迎えた「いちき特産
品振興会」が管理・運営しています。
　地元の生産者さんはじめ、加工グループ、市来農芸高
校、企業様等が手塩にかけて作った農産物や加工品など
をお手頃価格で提供しています。また、柑橘の最盛期に
は売台に沢山のミカン類が所狭しと並びます。特に早生
温州、ぽんかんやサワーポメロは「やっぱりここのが一
番おいしい！」と評判です。

企業の概要
　弊社は、串木野新港と川内港において、地域の皆様の
ご理解・ご協力により薩摩半島西部海域の海砂を採取し
販売を行っている会社です。販売先は、長島町・出水市
から鹿児島市、南さつま市、甑島等広範囲に及び、生コ
ンクリート用並びに土木建築用の砂を販売しています。
近年は安価な簡易舗装材の鉄鋼スラグを取扱っており、
数日で固まる性質を利用して林道・農道・駐車場に使用
され好評を得ております。（防草対策にもなります。）
　また、昨年度いちき串木野市と締結した「災害時にお
ける物資の供給及び応急対策に関する協定」などに率先
して対応し、地域住民の皆様のお役に立てる企業を目指
していきます。

いちき串木野市立ハローワーク
（☎26-1191）

17
市内で頑張っている企業の特色や取組み、
若手社員の声などを毎月お伝えします。

・従業員数　３名
・経営理念　�地元の活性化と地産地消を理念とし、地

元の生産者さんが手塩にかけて作った農
産物や加工品を安くお客様に提供する。

・所 在 地　いちき串木野市大里 6166-1
・電話番号　36-5618
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　 ７月16日、 お も
ち ゃ 花 火 を 安 全 に
楽しむための「おも
ちゃ花火教室」を友
愛幼稚園で開催しま
した。
　これは、夏を前に
花火の正しい遊び方
やルールとマナーを
学ぶため、実際に花火に火をつけ、体験する教室
です。園児達は元気いっぱいながらもよく話を聞
いて、花火の使い方を勉強しました。市内の各幼
稚園、保育園で順次開催して、子ども達の安全に
繋げて行きます。

　市消防本部では、総務省消防庁より配備された
高機能救命ボートの運用開始に伴い、７月２日、
フィッシャリーナにおいて運用部隊の発隊式を実
施しました。発隊式では、隊員への辞令交付及び
ボートを使った救出訓練の披露を行いました。
　このボートは、一昨年の大里川氾濫の水害を教
訓に消防庁へ申請し、無償貸与を受けたものです。
　船体は、30馬力の船外機付きで、最大塔載人員
が20名と、一度に多くの人を救出できる大型の動
力ボートです。また、車いす利用者も、車いすの
まま乗船できます。
　近年、全国的に多発する風水害に備え、その有
効性を十分に発揮できるよう継続的に訓練を重ね、
市民の安心・安全を守るべく日々精進します。

　本市の外国語
指導助手 ALT ヒ
ダカ・キヨミ・
アン先生とハク
スタブル・ オ リ
バー・ウィリア
ム先生が８月７
日で任期満了のため、退任しました。
　キヨミ先生は、３年間、主に市内小学校の英語
教育に携わり、地域住民との交流も盛んでした。
　オリバー先生は、２年間、主に市内中学校と幼
稚園（保育園含む）の英語教育に携わり、英語の授
業での教え方に定評がありました。
　いつも一生懸命に、素敵な笑顔で積極的に本市
の英語教育の充実や国際交流の進展に取り組んで
こられたお二人に、心より深く感謝します。

おもちゃ花火教室
消防本部（☎32-0119）

※市長の過去１か月の主な活動を掲載しています。
日にち 内　容

１（木）社会を明るくする運動総理大臣メッセージ伝達式（市長室）

２（金）

・�高機能救命ボート運用開始発隊式
�（フィッシャリーナ）
・�冠岳地区集落営農組合「仙人村」総会
�（冠岳交流センター）

５（月）・原水爆禁止国民平和大行進激励�（市長室）・100歳到達者表敬訪問

８（木）
・県過疎地域協議会臨時総会（鹿児島市）
・�県ダム・発電関係市町村協議会臨時総会
�（鹿児島市）

９（金）みどり推進協議会総会（防災センター）
12（月）鹿児島地域振興局との意見交換会（市長室）
14（水）公立高校募集定員策定等地区説明会（日置市）

16（金）
・�南九州西回り自動車道建設促進期成会役員会
�（出水市）
・県治山林道協会定時総会（鹿児島市）

17（土）春季親善グラウンドゴルフ大会（多目的グラウンド）

20（火）
・�アカデミア財団備品等贈呈式�（羽島小・羽島中）
・県防衛協会監査（市長室）
・南日本政経懇話会（薩摩川内市）

21（水）長崎鼻公園プール開き
26（月）県国民健康保険団体連合会通常総会（鹿児島市）

28（水）
・�反核・平和の火リレーに係る要請書受領、
激励（防災センター）
・日置地区新規就農励ましの会（日置市）

市長の主な動き（7月）

高機能救命ボート運用開始に
伴う発隊式

消防本部（☎32-0119）

二人のＡＬＴに感謝
学校教育課（☎21-5127）

市政ニュース
CIVIC NEWS

市ではこんなことをしています
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○相談機関

○市内就労支援サービス事業所一覧

いちき串木野市障がい者等基幹相談支援センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　☎33-5623

障がいのある方、ご家族のみなさまへ

災害時における福祉避難所開設の協定を締結

福祉課（☎33-5619）

まちづくり防災課（☎33-5631）

　市内には、障がいをもった方が安心して働ける
就労支援サービス事業所がたくさんあります！
　まずは、市障がい者等基幹相談支援センターへ
ご相談ください。

　障がいのある方やご家族からの生活の相談に応じ、問題解決に向けて一緒に考え、情報提供や助言、
必要な福祉サービスの利用支援や調整を行う場所です。お気軽にご相談ください。

　６月28日、特定非営利活動法人てんとうむしと「災
害時における福祉避難所の開設等に関する協定」を締
結しました。
　福祉避難所は、介護の必要な高齢者や障がい者など
一般の避難所での生活が困難な要配慮者を受け入れる
避難所です。
　協定締結により、市の福祉避難所は11施設となり、
要配慮者の安全安心な避難生活のための環境整備の充
実が期待されます。

特定非営利活動法人　てんとうむし

事業所名 住　所 電話番号
 ＜就労移行支援事業所＞

せっぺかん 上名 5050番地 14  ☎ 33-0211
 ＜就労継続支援 A 型事業所＞
就労支援センター　イマジン 湊町 1 丁目 236 番地 ☎36-2600

せっぺかん 上名 5050番地 14 ☎ 33-0211
  ＜就労継続支援 B 型事業所＞

ワークスペース i 生福 9881番地 10 ☎ 24-3333
てらこや 栄町 185 番地 ☎ 070-2372-2000

いちき・らら工房 大里 684番地 1 ☎ 36-3935
きぼうの里 野元 21086番地 3 ☎ 29-3142
せっぺかん 上名 5050番地 14 ☎ 33-0211
ひまわり 別府 5168 番地 1 ガーデンハイツ照島 102 号 ☎ 33-3800
ミライへ 東塩田町 1 番地 3 階 ☎ 29-4008
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税務課（☎33-5615）
８月は県下一斉国保税滞納整理強化月間です

 　国民健康保険制度を支える貴重な財源であ
る国保税の納付を促進するため、県と連携し、
令和３年度も「県下一斉国保税滞納整理強化月
間」を設けます。
　納期内納付への皆さんのご理解とご協力をお
願いします。

● 期間　８月
● 取組内容

※ 納付が困難な場合や納税相談が必要な場合は
早めにご連絡ください。

○財産、実態調査に基づく滞納処分の強化
　納期限内に納付がなく、再三の納付催告

（催告書、電話、訪問等）にもかかわらず、
納税に対する誠意がみられない、あるいは
納税を拒否する、納税誓約を守らない滞納
者に対し、捜索（※１）を含め、財産調査を
徹底して行い、預金や不動産のほか、給与
や生命保険、自動車、動産（※２）などの差
押えを強化しています。
※１　 滞納者の住居や店舗などに立ち入り、

差押えるべき財産を捜すことで相手の
意志にかかわりなく行う強制調査。（令
和２年度は３件実施）

※２　 日常生活に不可欠な衣服や家具など、
法律で差押えが禁止されているもの
以外のもの。（テレビ等家電製品、腕
時計、骨董品、貴金属、その他換金
できるもの）

○滞納者への行政サービスの制限
　市では、納税者の公平性を確保するため、
滞納者に対し行政サービスの制限を設けてい
ます。　　　　　
　例えば、市営住宅の新規入居の制限、国民
健康保険証の有効期限の短縮、高額療養費の
支給制限などです。

○安心便利な口座振替を！
　口座振替は、税金等の納め忘れがなく、納
期ごとに納めに行く手間がかからず便利で
す。
　また、本年７月から串木野庁舎税務課、市
来庁舎市民課窓口では、金融機関（鹿児島銀
行、ゆうちょ銀行に限る）のキャッシュカー
ドがあれば口座振替の申込手続きが簡単にで
きる、ペイジー口座振替受付サービスを始め
ましたのでご利用ください。
　なお、従来通り、申込用紙での口座振替の
手続きも可能です。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。
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上下水道課（☎21-5157）
浄化槽を設置されている方へ　浄化槽の法定検査は義務です！

　浄化槽は、保守点検、清掃、法定検査という維持管理が適正に行
われることによって、私たちの生活から排出された汚水を浄化し、
きれいな水にして流すことが出来る装置です。
　法定検査は、保守点検や清掃とは目的・作業内容が異なるもの
であり、浄化槽法により毎年１回の受検が義務付けられています。

○鹿児島県知事指定検査機関
　（公財）鹿児島県環境保全協会
　☎099-296-9000
　http://www.kagoshima-kankyou.or.jp/

○鹿児島県生活排水対策室
　☎099-286-3685

○上下水道課
　☎21-5157

単独処理浄化槽をご使用の皆様へ
　単独処理浄化槽は、台所やお風呂等の生活雑排水が未処理のまま川などに排水され、
環境への負荷が大きいため、合併処理浄化槽への転換をお願いします。
　また、市では、既存住宅におけるくみ取便槽・単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ
の転換に補助を行っています。補助要件などについては、上下水道課までお問い合わせ
ください。
※新築・建替の場合は、補助対象外です。

・ 浄化槽を休止・廃止する
　 　出張や引越しで長期間浄化槽を使用しない場合は休止の手続き、浄化槽の撤去を行

う場合は廃止の手続きが必要です。また、休止・廃止に伴い、清掃が必要となる場合
があります。

・休止していた浄化槽を再び使用する
　 　引越しなどに伴い、休止していた浄化槽を再度使用する場合、手続きが必要です。
・浄化槽の管理者（名義）を変更する
　 　家を売買・相続するなど、浄化槽の管理者を変更する必要が生じた場合、管理者変

更の手続きが必要です。

●法定検査（浄化槽法11条検査）はなぜ必要？
　 　法定検査は、浄化槽の保守点検・清掃が適切に実施され、浄化槽が正常に機能し、生活雑排水等が

十分浄化されているか確認するために不可欠な検査で、車でいう「車検」にあたります。不適事項があ
れば、行政及び関係者が状況を把握するとともに早期に是正することを目的としています。日程は、
事前に指定検査機関から通知がありますので、必ず受検してください。

●検査を行うのは？
　 　鹿児島県が指定した（公財）鹿児島県環境保全協会の検査員が法定検

査を行います。このうち、定期検査については、検査員が４年に１回
の基本検査と４年に３回（当面１回）の採水員検査を行います。

●法定検査を受けないと罰則がある？
　 　行政からの受検命令に従わない場合には、30万円以下の過料（金銭

罰）に処せられることがあります。

浄化槽に関する各種手続きも忘れずに !!

○問合せ
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市民生活課（☎33-5611）

あなたも自衛官になってみませんか？
～～いちき串木野市出身自衛官の声～～

○問合せ　自衛隊鹿児島地方協力本部　☎099-253-8920 または 9681
 　　　　  薩摩川内出張所　　      　　☎22-2401

令和３年４月
陸上自衛隊　一般曹候補生入隊

川内商工高校卒

防衛省　自衛隊

平和を、仕事にする。

平　東磨さん

　自衛隊に入隊して、前期教育（3か月）
が終了しました。
　自衛隊はキツイことや、辛いこともあ
りますが、同期との絆も深まり、楽しい
こともたくさんあります！
　毎日楽しい生活を送ることができます。

濵田　史佳さん

　自衛隊に入隊して、社会人としてまた、
人間的にも成長することができました。
　一番の思い出は、辛い時・きつい時に
支えてくれ、悩みを聞いてくれた最高の
同期生に出会えたことです。
　皆さんも、自衛隊に入隊して最高の仲
間と出会ってみませんか？

令和３年４月
陸上自衛隊　自衛官候補生入隊

れいめい高校卒

国家を守る、公務員。

※募集要項など詳しくは7月20日号広報紙をご覧ください。

【地方説明会を実施します】
日時：８月29日（日）（ 第１部 ）9：30～10：30　　（ 第２部 ）10：40～11：40　　
場所：SS プラザ川内（ 川内駅横） 303会議室
　　 （ 薩摩川内市平佐１丁目18　☎27-8455）
内容：一般曹候補生・自衛官候補生について
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ｅｃｏリンピック in いちき串木野市を開催しました！

冠岳小学校の跡地利用

シティセールス課（☎33-5642）

企画政策課（☎33-5628）

　７月25日（日）、西薩中核工業団地で、東京オリンピック・パラリンピックの開催を記念し、「eco リ
ンピック」と題したごみ拾い大会を開催しました。当日は19チーム、約80名の参加があり、約200㎏
のごみを集めることができました。優勝は、ごみの総重量が63.4㎏の Best Friends チームでした。
　また今大会は市内企業等
から大会景品の協賛をいた
だきました。ありがとうご
ざいました。
　きれいな街で多くの方を
おもてなしできるように今
後も活動を行っていきます。

　今年３月で閉校した冠岳小学校の跡地に、子ども達の声が帰ってきました。下の写真は、市内の学
童クラブ等の子ども達が、夏休みの期間に、学びや遊びの場として、冠岳小学校跡地を利用している
様子です。
　現在、冠岳小学校跡地は、市の管理の下、これから長期的に安定した利活用を進めていくにはどの
ようにしたらいいのかを考えるために、試験的な利用を行っています。
　様々な団体等に実際に使っていただき、アイデアをいただきながら、冠岳地区の方々から愛され、
広く市民の皆さまにとって有意義な施設となるよう検討を進めていきます。

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会いちき串木野市実行委員会事務局
（シティセールス課スポーツ交流係内）
☎33-5642　FAX 32-3124   Email c-sport@city.ichikikushikino.lg.jp
ホームページ  http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/kokutai/index.html

協賛企業
⃝大塚製薬㈱ ⃝濵田酒造㈱ ⃝㈲メック ⃝日本風力エネルギー㈱ ⃝日本地下石油備蓄㈱ ⃝小平㈱
⃝センターフーズ㈱ ⃝㈲勘場蒲鉾店 ⃝㈱たからや蒲鉾 ⃝ B マリン・サービス㈱ ⃝竹原自転車商会 ⃝冠岳仙人村

問合せ

CIVIC  NEWS
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〔広告〕

Facebook「いちき串木野市地域おこし協力隊」👉
黄色いポメロのマークが目印です！

　いちき串木野市に移住して４か月が経ちまし
た。色々な方と出会い、色々な場所に行き、市内
の面白いところをたくさん見つけました。
　今私はフェイスブックでいちき串木野市の美味
しいものを中心に紹介するページを書いて発信し
ています。私が出会った「美味しい！」「感動！」体
験をたくさんの方に知っていただき、いつかこの
地に足を運んでみたい、と思う人を増やしていき
たいです。東京に住む私の友人の何名かは「すぐ
にでもいちき串木野市を観光したい！」と言って
いるので、魅力が伝わったんだ！と嬉しく思って
います。いつか訪ねてきてくれた日には、私が出
会った美味しいもの、きれいな場所、素敵な人た
ちをたっぷり紹介したいです。

　先日、薩摩英国留学生記念館でサコッシュ（肩かけ
カバン）のワークショップを行いました。昨年まで１
年５か月間暮らしていたアフリカのマラウイという
国から持ち帰った布で作るワークショップでした。参
加者の方に好評をいただいたので、市内の別の場所で
も開催できないか検討しています。たくさんの方にマ
ラウイの魅力を伝え、作ることを一緒に楽しみたいと
思っています。

深水布由実

1,5００円(税込)1,5００円(税込)

メイン料理は日替わりメニュー
お肉料理orお魚料理から
お選びください。※写真は

　イメージです。

サイドメニューはブッフェスタイル
本日のスープ・サラダ･パン・副菜・デザート

ソフトドリンク・コーヒー

HP http://axia-kushikino.jp

いちき

串木野
いちき

串木野
地域おこし
協力隊からのワクワク便
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子育て世代包括支援センター

「あいびれっじ」通信 Vol.14
あいびれっじ〈子育て世代包括支援センター〉（☎24-8311）

開所：9：00～15：00（月～土）
（各年齢活動時間：9：30～12：00）
場所：西塩田町73－1　（太陽保育園２階）
☎︎33-0192
※�参加の際は、お電話での申し込みが必要
です。

開所：9：30～12：00
　　　13：00～15：30（月～金）
　　　予約不要でご利用いただけます。
場所：湊町1丁目115　（市来保健センター内）
☎︎24-8118
※�初回来所の際に登録申込書への記入が必要です。

月齢ごとで教室が分かれています。
　０歳児クラスでは、わらべ
歌遊びやふれあい遊び、絵本
の読み聞かせなど親子でのふ
れあい遊びを多く取り入れて
います。

基本は自由開放です。
　おもちゃや絵本などを利用
して、お子さんと一緒に自由
に過ごせる遊び場となってい
ます。

　ベビーマッサージ・産後シェイプアップ
体操教室（年６回）・ベビーダンス（年３回）・
ベビースキン講座・キッズビクス＆親子か
らだ遊びなど年間様々な講座を開催してい
ます。（市のおしらせ版や支援センターの毎
月のお便りで案内しています。）

　子育て講座、英語のまち教室、おはな
し会やうんどう会などのおやこイベント、
地域の方とのきらきら交流等様々な講座
を開催しています。（毎月の支援センター
のお便りで案内しています。）

あいびれっじは、お子さんのすこやかな成長をサポートする応援団です。

子育て支援センターってどんなところなの？
雰囲気や特徴を知りたい！

さわやか子育て支援センター

子育て支援センター　きらきら

特徴

特徴

講座や教室（要予約）

講座や教室（要予約）

現在2か所の子育て支援センターがあります。
参加費は無料で、里帰り中の方も利用できますよ♪

これから赤ちゃんを迎える妊
婦さんやご家族も利用できま
すので、詳しくは各支援セン
ターへお尋ねください♪♪

詳しくは市のホームページ
子育て→子育て支援拠点事業をご覧ください。
毎月のお便りもご覧になれます。

赤ちゃんと触れ合いながら
わらべ歌遊び♪

サーキット遊び

赤ちゃんクラスの様子です♪
絵本やおもちゃに興味津々！

普段の様子

ママ同士で
おはなしタイム＾＾

廊下でくるま遊び～‼

７月に１周年を
迎えました♪

年間延べ5,300人の
方が遊びにきて
くださいました＾＾



薩摩藩英国留学生記念館
（☎35-1865）れいめいの風

★★★ みんなでつくろう　安全安心の街 ★★★

～毎月11日は「地域安全推進の日」～
～“還付金詐欺”事案が発生しています～
　市内で、市役所職員を騙り、「介護保険料の還付金があります。封書が届いていませんか。」と言ってＡＴ
Ｍに誘導する“還付金詐欺”事案が発生しています。幸い、現在のところ実害はありませんが、市役所から
ＡＴＭでの還付金の手続をお願いすることは絶対にありませんので、不審な電話やメールなどがあった場
合は、警察署または市消費生活センター（☎︎33-5638）へご相談ください。

○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

＜いちき串木野警察署管内刑法包括罪種別認知件数＞ （令和３年１月～５月末）

認知事件内容 R３. ５月末 R２. ５月末 前年比
殺人・強盗等の凶悪犯 ０件 ０件 ０件
暴行・傷害等の粗暴犯 ３件 ３件 ０件
万引等の窃盗犯 11件 19件 △８件
詐欺・横領等の知能犯 ０件 １件 △１件
賭博やわいせつな行為等の風俗犯 ２件 ２件 ０件
その他、公務執行妨害・住宅侵入等 ３件 ８件 △５件

合　計 19件 33件 △14件
検挙率（令和3年 1月～5月末） 52.6％ 75.8％ △ 23.2％
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●名越 時成（なごや ときなり）
　留学当時、当番頭17歳。変名は三笠政之助。帰国後は、戊辰戦争に参戦し、多くの戦果
を挙げ帰鹿。薩摩藩内では凱旋間もない下級武士たちが急進的な改革を唱える中、名越も
門閥開放を唱える別府晋助らと接触。その後、奄美大島に移住。大正元年（1912）11月7日、
宮崎県高鍋町にて65歳で亡くなる。
　時成の父、名越左源太は幕末の５年間奄美大島に流され、島の自然や風俗を記した貴重
な資料、「南島雑話」、「遠島日記」を残したことで知られ、今年、奄美大島が世界遺産に登録
されたことで注目を浴びている。

●村橋 久成（むらはし ひさなり）
　留学当時、御小姓組番頭22歳。変名は橋直輔。帰国後は、大砲隊を率いて戊辰戦争に出
軍し、函館戦争では新政府軍の軍監として活躍。その後、開拓使に出仕し、農業試験場や
屯田兵村整備を皮切りに麦酒醸造所建設担当に。当初東京で建設が決定していた麦酒醸造
所を気候や資材調達の優位性から札幌へ建設変更を進言し、翌年見事に実現する。これが
後のサッポロビールと繋がり、この他、葡萄酒醸造所、缶詰工場、牧羊場など勧業事業に
積極的に携わる。明治14年（1881）、体調不良を理由に開拓使を辞職すると行方不明に。
11年後、神戸市内で行き倒れとなって行旅死亡（49歳）。
　昭和57年刊行の小説「残響（田中和夫著）」で世に知られると、平成10年に北海道久成会
が発足。平成17年、中村晋也氏制作の胸像が北海道知事公館前庭に建立された。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　
●薩摩藩英国留学生記念館ホームページ

辞退した２人に代わり、直前に留学生に
選抜された名越時成と村橋久成

令和３年 ８月号
まちづくり防災課
（☎ 33-5631）
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巡回日 ステーション 到着時間

８日 （水）
ウッドタウン
八久保公園（麓）※

酔之尾東団地

13：35
14：10
14：40

9日 （木）

旧平江公民館東
浜町市場通り会無料駐車場
浜ケ城（旧南商店隣）
塩田団地

13：50
14：20
14：50
15：30

10日 （金） ひばりが丘団地 14：10

15日 （水）
中組集落センター
迫公民館
川南交流センター

13：50
14：20
14：50

30日 （木）
県営橋ノ口住宅
県営市来住宅
市来駅前

13：30
14：00
14：30

◆９月のおはなし会
　 本館
　　11日（土）15：00～（30分程）
　　ひよこ絵本　5日（日）11：00～（20～30分程）
　　　　　　　　（乳幼児向けおはなし会）
　 市来分館
　　４日、18日（土）11：00～（30分程）

◆蔵書点検（期間中閉館）のお知らせ

　本の返却は、開館している図書館もしくはポス
トに投函してください。

※麓公民館から八久保公園へ変更になりました。

分館予定日�：�9月10日（金）～17日（金）
本館予定日�：�9月18日（土）～30日（木）

※期間中、当日の新聞は、ロビーで閲覧できます。

いちき串木野市立図書館
【開館時間】
　火曜日～金曜日　　　　　　　　　　　　　 9：00～19：00
　土・日・第三日曜日の翌月曜日　9：00～17：00
　串木野本館�☎︎33-3755／市来分館�☎︎24-8112

一般図書
【本館】

『ワタナベマキの
梅料理』

マキさんにとって「“さしすせそ”
と同格」という梅干しの万能調味
料としての実力にフォーカス。
梅干しを使うことで新たな魅力
が引き出された定番料理や、梅
干しだけで味が決まるシンプル
レシピ、味わいを深める組み合
わせの法則などを紐解きます。

児童図書
【本館】

『おやまでテント』

おとうちゃんとおにいちゃんと
なっちゃんで山登り。初めてテ
ントに泊まります。急に雨が降っ
てきて・・・。でもだいじょうぶ、
テントは山のおうちだから！
山登り、テント、ご飯作り・・・キャ
ンプの楽しさいっぱいの絵本。

一般図書
【分館】

『ファウンテンブルーの
魔人たち』

小説家の前沢倫文が恋人と暮
らす新宿区のタワーマンショ
ンで、米露中の要人が立て続け
に不可解な死を遂げた。倫文は
死の謎を追うが…。「週刊新潮」
連載時から読者を震撼させた、
アダムとイブ以来の繁殖形態
に挑む、白石一文版黙示録。

児童図書
【分館】

『ふうせんとはりねずみ』

風船とはりねずみが出会ったら…
パンッ！おばけと壁が出会ったら
…スーゥ。人気絵本作家、新井
洋行が「何か」と「何か」が出会った
ときに起こる化学反応をユーモア
たっぷりに描いた絵本。オノマト
ペと繰り返しが楽しい新しいリズ
ムのあかちゃん絵本です。

～みつけよう。私だけの一冊～

本ひより本ひより

ワタナベマキ /著
NHK出版

白石一文 /著
新潮社

ゆーちみえこ /作
アリス館

新井洋行 /作
佼成出版社

◆９月の移動図書館車巡回日程


