
まちまちのの　  　  題題話話

　照島小学校読み聞かせグループ「てるてるくらぶ」
の皆さんが、子どもの読書活動推進への取組を評価さ
れ、令和４年度子供の読書活動優秀実践団体に対する
文部科学大臣表彰を受賞しました。
　去る４月 23 日に国立オリンピック記念青少年総合
センターで表彰式が行われ、2 名の会員が参加し、５
月 11 日には市長へ報告をしました。
　「てるてるくらぶ」は、平成 14 年に結成され、現
在は会員 14 名で、毎週木曜日の読み聞かせを永年継
続して行っています。また、70 年前に襲来したルー
ス台風の地元被災者から聞き取った体験談を、自作し
た人形と大型紙芝居にまとめて児童に伝える活動など
が認められての表彰となりました。
　おめでとうございます。

ヒラメ稚魚放流体験

海上保安部、羽島小学校児童の
合同海岸清掃

市来幼稚園　親子で幼稚園探検

　５月 17 日、羽島漁港近くの海岸において、串木野
海上保安部と羽島小学校の児童、はまゆう会による合
同海岸清掃が行われました。
　今年は、海上保安部による海に関する紙芝居で、ご
み問題を学び、環境問題への関心も高めました。
　羽島小学校６年生の齋藤凛空さんは、「プラスチッ
クや瓶が多くあり、危ないなと感じた。今後はごみを
見つけたら拾
うようにした
い」と話しま
した。

　５月 17 日、市来幼稚園で園舎・園庭に続く雑木林
などを親子で巡るスタンプラリーが行われました。
　園児たちが保護者の手を引いて、ウサギがいる動物
ランドやお気に入りの遊具の場所を案内する姿が見ら
れました。
　また、５月 10 日から 12 日の３日間、市来中学校
の生徒が職場体験を行いました。園児たちと一緒に鬼
ごっこをしたり、給食を食べたりして、一緒に楽しみ
ました。

　5 月 17 日、 羽島漁業協同組合が体験学習活動とし
て、羽島小学校の３年生以上の児童をヒラメの稚魚放
流に招待しました。
　児童はバケツいっぱいのヒラメの稚魚に興味津々の
様子でした。
　今回は、 約 27,300 匹を羽島漁港で放流しました。

「てるてるくらぶ」が文部科学大臣表彰
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石原チミ子さん（駅前） 岡下義孝さん（中尾町）

　４月24日に石原チミ子さん（駅前）、４月29日に岡
下義孝さん（中尾町）が、100歳の誕生日を迎えまし
た。
　２名の方には、市からお祝いの花や記念品などを贈
呈しました。現在、本市の100歳以上の方は44名（６
月１日時点）です。
　いつまでもお元気で長生きしてください。

珍鳥「オウチュウ」の撮影

第34回 B&G杯女性ミニバレーボール大会開催

大盛況！
荒川ほたるでナイト

　５月 21 日、荒川地区で３年ぶりに「荒川ほたるで
ナイト」が開催されました。
　当日は多くの来場者でにぎわい、荒川太鼓を始めと
したステージイベントや、地元産の新鮮な野菜販売な
どを楽しみました。
　ホタルが光り始める
と、来場者は「きれい」

「たくさんいて感動！」
と喜び、ホタルの幻想的
な乱舞に酔いしれてい
ました。

串木野中学校弓道部全国大会出場

　串木野中学校弓道部の２・３年生が、昨年10月に
行われた県下中学校新人弓道大会で優秀な成績を収
め、７月18日に日本武道館で開催される「全日本少年
少女武道錬成大会」に出場します。チーム一丸となり
予選突破できるよう頑張ります。

　５月１日、本市の野鳥愛好家の有村修平さんが、
「オウチュウ」の撮影に成功しました。
　この「オウチュウ」は、日本では数少ない旅鳥の一
種で、鹿児島県内で見
られることは中々ない
そうです。
　有村さんは、「初めて
見る鳥で、撮影できて
嬉しい」と話しました。

　５月 29 日、第 34 回 B&G 杯女性ミニバレーボー
ル大会が B&G 海洋センターで開催されました。新型
コロナウイルス感染症の影響で３年ぶりの大会となり
ましたが、感染対策を実施したうえで４チームによる
熱戦が繰り広げられました。
○優　勝　マンディ
○準優勝　キットカット・ヤットカット
○第３位　ひまわり

100歳おめでとうございます。
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日置市 南さつま市 南九州市 枕崎市

日置市レンタサイクル くじらの眠る丘 シェアサイクル茶巡（ﾁｬｰﾘｰ） 中村征夫写真展「海への旅」

日
時 9:00～17:00 ― ― ７月10日（日）～９月４日（日）

9:00～17:00

場
所

かめまる館
（日置市吹上町永吉15446）

吹上砂丘荘
（日置市吹上町今田1004-3）

南さつま市大浦町29451 市内各所 枕崎市文化資料センター南溟館

料
金 無料 無料（見学自由） 30分ごと110円

6時間以内1,000円
一般　1,000円

大学・高校生　800円
中学生以下　無料

問
合
せ

日置市商工観光課
☎099-248-9409

南さつま市観光交流課
☎0993-53-2111

南九州市商工観光課
☎0993-83-2511

枕崎市スポーツ・文化振興課
☎0993-72-9998

内
容

鉄道の廃線跡地等を活用したサ
イクリングロード。日置市の歴
史や東シナ海の眺望をお楽しみ
ください。

2002年に小湊干拓海岸に
14頭のマッコウクジラが座
礁。救出作業や海洋沈設作
業など、当時の様子をパネ
ルで紹介している。展示し
てあるマッコウクジラの骨
格標本は一見の価値あり。

茶巡に乗るとプレゼントがも
らえるキャンペーン実施中で
す！

海中の絶景と命を育む生物、そ
の輝きと美しさに出会える写真
展です。

そ
の
他

毎月第２水曜日は休業日です。
最終入館時間は16時30分です。

毎週月曜日は休館日です。
（祝日の場合は翌日が休館）

薩摩半島×観光HUNT

未来あるいちき串木野市の皆様へ
みその各店の「美味しい」を詰め込んだ渾身のお弁当、
みなさまの大切なお集まりにお役立てください。

★お問合せ　お届け料理　味工房みその　☎080-4402-5442（受付時間 9：00～ 17：00）

こちらの２次元コードから、
仕出し商品のご確認・ご購入
ができます。

※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

このほかにも各種仕出しお弁当、オードブルご用意してございます。

アルバイト様・パート様大募集『未来あるいちき串木野市』で共に元気に働きませんか
仕事内容・調理・接客・配達　なんでもお気軽に聞いてください（仕事内容・働ける時間・早朝６時からの勤務もございます）
お問い合わせ・こだわりとんかつ味工房みその　☎０９９６－３３－１５５０（担当・竹本）

お届け みその ☜ https://kagoshima-obentou.com

和洋弁当
とんかつ店と黒平店の人気のアイテムを揃えた和洋折衷の
お弁当です。
ヒレかつ・海老フライ・から揚げ、ハンバーグ等、みその
を代表するお料理を集めたボリュームのあるお弁当です。
1人前（別途ごはん付）　２個以上前日午前中まで要予約
2,160 円（税込）

〔広告〕
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イッピンこだわりの
浜崎蒲鉾店・『サラミ風蒲鉾魚

うお
っち』

所 在 地　〒 896-0068　三井 3092
営業時間　9：00～ 18：30
店 休 日　元日
電話番号　32-2229
インスタグラム　右の二次元コードから

サラミ風蒲鉾魚っち　453円（税込）
サラミ風蒲鉾チーズ魚っち　502円（税込）

こだわりのイッピン商品紹介

○○ “さかなっち” ではないんです！ “うおっち” です！
　さつま揚げの本場である本市の浜崎蒲鉾店は、昭和 23
年創業の３代続く伝統あるお店です。今回のこだわりの
イッピンは、伝統を守りながら、新しい味を作り続ける
浜崎蒲鉾店の近年の大ヒット商品「サラミ風蒲鉾魚っち
（うおっち）」です。商品名は、開発当時に流行っていた
「ようかい〇ォッチ」からインスピレーションを受けたと
言われています。
　この魚っちは、かまぼこやさつま揚げの需要が減って
いたことを受け、若者に食べてもらいたいという思いか
ら平成 27 年に開発したものです。弾力のある食感で、
味付けは、ブラックペッパーとガーリックを使用したサ
ラミのような味になっており、スライスして食べるだけ
なので、お酒のおつまみや子どものおやつなどに最適で
す。水産庁長官賞や鹿児島県観光連盟会長賞なども受賞
し、現在、来店者の８割は購入する大人気商品です。

○新しいものを作り続ける３代目の濵﨑創さん
　伝統ある浜崎蒲鉾店の３代目社長の濵﨑
創さんは、魚っちの開発やその他様々な商
品開発、既存商品の改良など、とりあえず
やってみようという Try&Error の精神で、
挑戦を続けています。それにより、浜崎蒲
鉾店は常にお客様を飽きさせないお店と
なっています。
　いちき串木野商工会議所青年部にも所属

する濵﨑さんは、「目標は、いちき串木野市のすべての方に魚っ
ちを知ってもらい、他市や他県の方に本市の特産品を聞かれた
ら、魚っちといってもらえるように頑張りたい。他市の方にも
アピールできる特産品があれば自然と人は集まるので、市の起
爆剤になりたい。」と話していて、市のことも考えた広い視点
で商品を作っています。
　現在、魚っちのさらなる改良に取り組んでおり、近日その商
品が発表されるようです。ぜひ、右上の浜崎蒲鉾店のインスタ
グラムから続報をお待ちください。

○こだわりのイッピン掲載事業者募集中！
　�掲載にご興味のある事業者様は、企画政策課（☎33-
5672）へお問い合わせください。

〜冠嶽芸術文化村から
えんたく日記 冠嶽芸術文化村の実現に向けて、生福冠岳地区で活

動する“えんたく”が取り組む活動の様子や感じたこ
となどをお話ししていきます。

　夏の風を感じ始めた５月１日。“冠嶽芸術文化村”�の取組の一つとして、子どもたちが主役となるお祭り
『かんむりだけくるくるキッズデイ』が開催されました。舞台は冠嶽園。イベントの開催と同時に多くの方
が足を運んでくれました。ワークショップや音楽、食を通して、子どもたちは五感をフルに使って楽しん
だ１日になったかと思います。
　遊びに来た子どもたちの楽しそうな表情や、花川砂防公園の
芝生でご飯を食べたり、無邪気に遊んでいる光景を目にして、
今までと違った冠岳の一面が見れました。イベント以外の日常
でも気軽に遊びに行ける場所なので、これを機に冠岳にどんど
ん足を運んではいかがでしょうか。
　冠岳に魅力を感じている仲間たちと連携しながら、今年度も
冠岳・生福エリアを舞台に様々な取組を行っていき
ますので、引き続き温かい目で見守っていただけた
ら嬉しいです。気になる方は『えんたく』公式 LINE�
の友達登録をお願いします。

冠嶽園で子どもたちが五感をフルに使って楽しんだ１日
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いちきいちき

串木野
地域おこし
協力隊からのワクワク便

　５月 28 日、29 日、「冠岳小学校の
小さなマルシェ－初夏－」を開催しま
した。販売や体験合わせて 17 店舗に
出店していただきました。
　旧冠岳小学校を活用したマルシェは昨年 11 月に続いて、
２回目の開催でした。１回目とは違う要素を取り入れた
い！という思いで準備し、５店舗の新しいお店に出店して
いただき、前回出店していただいた店舗でも前回とは違う
商品がたくさん並びました。手作りパンや観葉植物の寄せ

植えを出品した作家さんもおり、いちき串木野市にはすごい特技をもった方がたくさんいるなあ！と再確
認しました。
　多目的教室では竹灯籠作りの体験が開催され、参加者は自分でデザ
インを組み合わせ、穴を開け、最後はバーナーで竹の色合いを調整し、
素敵な灯籠を作りました。竹は冠岳でとれたもので、地元の資源を活
用した体験となりました。
　心配していたお天気にも恵まれ、色々な出会いのある良い２日間を
過ごせました。ご来場いただいたみなさま、ありがとうございました。
次回開催は、広報紙や市公式 LINE でお伝えします。お楽しみに !!

No.9おれんじコーナーおれんじコーナー

“最近、物忘れが気になる”など、心配や不安があったら
まずは地域包括支援センターにお気軽にご相談ください。

こんにちは！認知症地域支援推進員の逆瀬川です。
今回は“認知症ピアサポーター”について紹介します。

＊相談窓口＊
地域包括支援センター
（串木野庁舎 ２階）

昭和通133-1
☎33-5644

認知症の人にも 愛  がいっぱい
いちき串木野市

I c h i k i k u s h i k i n o s h i認知症ピアサポーターとは？
　認知症の方自らが、認知症サポーター養成講座
を受講し、同じ思いや不安を抱える認知症の本人
やご家族の話を聞くなどして、心のサポートをす
る人のことです。
　認知症になった方、診断された方は「これから
どうなるんだろう…」「診断されたけどどうしたら
いいのかな？」など、不安や分からないことなど
があるかと思います。専門家ではなく、当事者だ
からこそ分かることや話せることがたくさんあり、
一足先にその経験をした人から、その時の思いや
対応を聞くだけでも、前向きな気持ちになれるこ
とがあります。
　4 月の本人ミーティングでは、5 名の方が認知症
ピアサポーター養成講座を受講されました。話を
聞くだけではなく、ピアサポーターとしてできる
ことはたくさんあり、本市の認知症の方にもぜひ
活躍してもらえたらと思っています。

ピアサポーターとしてできることピアサポーターとしてできること

認知症本人ミーティング
『もっとかたいもんそ～はじめましての会～』

毎月 第４木曜日　13：30 ～　開催
参加希望の方は下の連絡先へお電話をお願いします

※�中止・変更になる場合があります

本人ミーティング
など、認知症の本
人が定期的に通え
る場所をつくる

本人だからこその
気づきや意見を地
域に伝える

認知症でも安心し
て生活できるやさ
しいまちづくりに
参加する

深水 布由実
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CIVIC  NEWS

市政ニュース
CIVIC NEWS

市ではこんなことをしています

　５月 10 日、「チャレンジ農業♥おごじょ塾」
が開講しました。第７期生の募集に９名のおご
じょが集まり、それぞれ意気込みを語りました。
現場実習などを通して、農業への知識・理解を深
めることが目的です。本市の地域活性化の原動力
として活躍が期待されるおごじょたちへの応援を
よろしくお願いします。

　本市では子どもたちが安全で安心な教育を受け
られるよう、学校や通学路における安全確保を図
るために、スクールガード・リーダーを委嘱し、
地域社会全体で子どもを見守る体制を整備してい
ます。
　今年度も警察官 OB の長友弘安さんと矢田部郁
男さんが月に３～４回、登下校時の安全確保のた
め、長友さんは照島小、生福小、市来小、川上小
を中心に、矢田部さんは串木野小、旭小、羽島小、
荒川小を中心に見守り活動をしています。また、
各学校のスクールガードに対して防犯の知識や技
能を教授しています。登下校時の見守り活動は、
地域全体で取り組むことが重要です。地域の皆様
の温かい見守りをよろしくお願いします。

いざ始動！チャレンジ農業♥おごじょ塾
農政課（☎21-5121）

スクールガード・リーダー見守り活動
学校教育課（☎21-5127）

市長の主な動き（５月）
※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
2（月） 吹上浜砂の祭典前夜祭（南さつま市）

9（月） ・吹上浜松林保全対策連絡協議会監査（市長室）
・Ｂ＆Ｇ防災拠点事業決定書授与式（防災センター）

10（火）
・おごじょ塾開講式（防災センター）
・ 県中小企業家同友会全体会・記念講演・懇親

会（鹿児島市）
12（木）かごしま国体市実行委員会総会（アクシアくしきの）

13（金）
・県農地海岸保全協会総会（鹿児島市）
・ 南九州西回り自動車道建設促進協議会（鹿児島市）
・九州地区道路利用者会議定時総会（鹿児島市）

15（日）市空手道大会

16（月）
・6 月議会補正予算市長査定
・まちづくり協議会定例会（防災センター）
・ 観光かごしま大キャンペーン推進協議会総会
（鹿児島市）

17（火）九州市長会総会（福岡県）・懇親会
18（水）九州市長会意見交換会・行政視察（福岡県）

19（木）
・イクボス宣言式（防災センター）
・鹿児島地域農政推進会議総会（鹿児島市）
・ 鹿児島地域振興局農林水産部公共事業連絡会
（鹿児島市）

日にち 内　容

19（木）
・ 南薩流域森林・林業活性化センター協議会・

総会（鹿児島市）
・鹿児島地域林業振興協議会委員会（鹿児島市）

20（金）
・サテライトオフィスオープニングセレモニー
・市来商工会通常総会
・ 西薩中核工業団地企業連絡協議会総会（アク

シアくしきの）

21（土）
・ 南九州西回り自動車道阿久根川内道路決起大

会（薩摩川内市）
・第 19 回荒川ほたるでナイト

22（日）生福小学校運動会

23（月）

・市議会議員全員協議会
・ 日置地区社会教育振興会総会（いちきアクア

ホール）
・ 公民連携推進全国首長フォーラム総会（オン

ライン会議）

24（火）
・都市計画審議会（市来庁舎）
・ 串木野日置法人会総会・懇親会（アクシアく

しきの）

25（水）・港湾海岸防災協議会（長崎県）
・日本港湾協会定時総会（長崎県）

26（木）・日本港湾協会総会講演会（長崎県）
・福岡鹿児島県人会・福岡南洲会総会（福岡県）

27（金）・いちき串木野電力株主総会（市長室）
・市防災会議（防災センター）

28（土）拾い箱設置セレモニー（白浜海岸）
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水の汚れを減らすために！
　私たちは、１日１人当たり 250リットルの水を使ってい
ます。
　生活排水とは、台所やお風呂、洗濯やトイレなど各家庭の日常生
活から出る排水のことです。
　私たちが１日に使う 250 リットルの水の中には、43 ｇの汚れが
含まれており（BOD 負荷量）、なかでも、生活雑排水（生活排水
のうち、し尿を除いたもの）からの汚れが 30 ｇと、おおよそ７
割を占めていることから、生活排水を未処理のまま流してしまう
と、水質汚濁の大きな原因となります。
●  BOD とは、水中に溶けている有機物（汚濁物質）が、微生物によって酸化分解されるときに消費される酸素の量

私たちにできる生活排水対策
◎下水道や集落排水区域内にお住いの方 ⇒ 下水道や集落排水施設に接続しましょう！
　下水道や集落排水施設は、生活排水や事業排水などの汚水を処理する施設であり、生活環境の改善や 
河川・海等の水質改善に貢献しています。
◎下水道や集落排水区域外にお住いの方 ⇒ 合併処理浄化槽を設置しましょう！
　トイレの水だけを処理する単独処理浄化槽や、くみ取槽を使用している家庭では、生活雑排水が未処理
のまま放流されています。汚水をすべてきれいに浄化してから川や海に流す合併処理浄化槽への転換をお
願いします。

　市では合併処理浄化槽への転換に伴う負担の軽減のため、補助金制度を設けています。
　今年度は、昨年度まで単独処理浄化槽からの転換のみ対象であった槽撤去費用と宅内配管工事費の上
乗せ補助がくみ取槽からの転換にも対象となります。
　この機会に、合併処理浄化槽への切り替えをご検討ください。

浄化槽の維持管理を適切に
　浄化槽は微生物の働きで汚水を浄化するため、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理する必
要があります。浄化槽の機能が低下すると、悪臭や地域の生活環境の悪化の原因になります。
　このため、法律により、保守点検、清掃、法定検査が義務付けられています。
〇保守点検　定期的に浄化槽の本体や付属部分の調整・修理、消毒剤の補充を行います。
　★市内の保守点検業者
　　・㈱環境保全管理センター（☎ 32-9143）　・㈲久木山建設（☎ 32-3663）　
　　・㈲西薩サービス（☎ 32-9855）　・㈲総合施設管理（☎ 32-1067）　・㈲メック（☎ 32-8110）
　　・㈲濵屋浄化サービス（☎ 35-0023）
〇清　　掃　浄化槽に溜まった汚泥を年１回程度くみ取ります。
　　　　　　清掃についてのお問い合わせ：串木野衛生センター（☎ 32-3612）
〇法定検査　使用開始の 3 ～ 8 か月後と、その後は年１回の検査が義務付けられています。
　　　　　　検査についてのお問い合わせ：公財）鹿児島県環境保全協会（☎ 099-296-9000）

人槽 ５人槽 ７人槽 10 人槽
補助金額 332,000 円 414,000 円 548,000 円

上乗せ補助
槽撤去費用 （上限）90,000 円

宅内配管工事費 （上限）300,000 円
※新築・建替への補助はありません。

きれいにして流そう生活排水
上下水道課（☎21-5157）

風呂

20％

洗濯・その他

10%(4g)

し尿

30%

(13ｇ)

１日1人当たりのＢＯＤ負荷割合

台所 40％

（17g

（9g）

）

生活雑排水 70％（30ｇ） 

※鹿児島県生活排水パンフレットより

合併処理浄化槽補助金制度の活用を！

16



CIVIC  NEWS

働く女性の家自主グループ活動の参加者募集
働く女性の家（☎32-7130）

　働く女性の家では、定期講座から自立して活動を続けているたくさんのグループがあります。
　健康のため、技術向上のため、趣味を生かしたい、仲間作りにあなたも参加してみませんか。

  

○場　所　働く女性の家
○受講料　グループ毎に異なります。（詳細は働く女性の家へお問い合わせください）
○予約・問合せ　随時募集しています。（受付時間 : 火曜～土曜9：00～17：00、月曜日は休館）
  　見学もできます。事前にご予約ください。

○○自主グループ一覧（グループ名は省略します）
活動内容 曜　日 時　間
書　道 第2・4土曜日 13：00～16：00

古布パッチワーク
第2・4木曜日   9：30～11：30
第2・4木曜日 13：00～15：00
第2・4金曜日 13：00～15：00

アメリカンキルト 第1・3火曜日   9：30～11：30
洋　裁 第2・4火曜日 13：30～15：30

手作りバッグ 第3土曜日   9：30～15：30
エコクラフト 第1・3金曜日 13：00～15：00

七宝焼き 第2水曜日   9：30～12：00

革の小物作り
第1金曜日 10：00～12：00
第3水曜日 10：00～12：00

華　道
第2火曜日 17：30～18：30
第4金曜日   9：30～10：30

フラダンス 第1・3木曜日 19：30～20：30

活動内容 曜　日 時　間

ヨ　ガ

毎週火曜日 10：00～11：00
毎週水曜日 14：00～15：00
毎週木曜日 19：30～20：30

第1・2・3土曜日 10：00～11：00
ピラティス 毎週金曜日 14：30～15：30

自彊術 毎週火曜日 14：00～15：00
フラメンコ 第1・3土曜日 13：30～15：30

ズンバ 毎週金曜日 19：30～20：30

骨盤体操 第2水曜日
10：00～11：15
11：30～13：00

エアロビクス
第1・3木曜日 10：00～12：00
第2・4木曜日 19：30～21：00

ストレッチ・
リズム体操 毎週金曜日   9：30～11：00

骨盤体操

自彊術

七宝焼き

リズム体操 古布パッチワーク
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税務課　☎33-5615
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