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　近年、全国各地で大雨の被害が相次いでいます。ごく限られた範囲に、短時間に、極めて大
量の雨が降る短時間強雨（いわゆるゲリラ豪雨）が頻発し、大きな被害も発生しています。また、
台風、低気圧や前線、寒気の流れ込みによる竜巻等の突風による災害は日本のどこでも発生す
る可能性があります。風水害は事前に予測可能なことも多いため、気象情報に注意して、早め
に対策をとるようにしましょう。

風水害に備えましょう風水害に備えましょう風水害に備えましょう
自治振興課（☎33-5631）

集中豪雨はどのように発生する？
●日本付近に前線が停滞しているとき
　（特に梅雨期の終わり頃）
●�台風が日本へ近づいている時や台風が上陸
したとき
●�大気の不安定な状態が続き、次々と雷雲が
発生するとき

集中豪雨が起こるとどうなる？
●�川の水かさが急に増えたり、氾濫したりす
ることがあります
●床下・床上浸水が起こることがあります
●道路が冠水することもあります
●�排水溝や下水管で処理できない水が地下街
や地下室へ流れ込むこともあります
●�地盤がゆるみ、土石流やがけ崩れが発生す
ることもあります

◆　防災気象情報　◆
　ラジオやテレビなどで最新の防災気象情
報を入手し、早めの対策を行うことで、風
水害による被害を減らすことができます。
　台風が通過している最中や、雨が強く降っ
ているときに、外の様子を確認しに外出する
ことは控えましょう。水の状況は急変するこ
とがあるので、河川や用水路、田んぼの状況
を確認しに行くことは非常に危険です。

◆鹿児島地方気象台のホームページ（http://www.jma-
net.go.jp/kagoshima/）で実況観測データ等を閲覧でき
ます。防災気象情報として、ご活用ください。

※内閣府発行「みんなで減災」から一部出典

発表される状況

注 意 報 災害の起こるおそれのあるとき
16種類 ( 大雨、洪水、強風など）

警　　報
重大な災害が起こるおそれのある
とき
７種類（大雨、洪水、暴風など）

気象情報 警報・注意報に先立つ注意喚起や
警報・注意報の補完など

台風情報

台風の実況（中心位置、進行方向
と速度、中心気圧、最大風速（10
分間平均）最大瞬間風速、暴風域、
強風域と予報（72時間先まで））

土砂災害
警戒情報

大雨による土砂災害発生の危険度
が高まったとき、市町村長が避難
勧告等を発令する際の判断や住民
の自主避難の参考となるよう、都
道府県と気象庁が共同で発表する

※気象庁ホームページの情報から

戸別受信機の点検を！
自治振興課（☎33-5631）

　防災行政無線の戸
別受信機は、停電時
に、電源がコンセン
トから乾電池に切り
替わります。台風な
どに備え、戸別受信
機を点検してみま
しょう。
　乾電池の点検は、電源アダプターをコンセント
から抜くだけで行えます。その際、受信機右上の
ランプが、緑から赤に変われば正常です。もし、
ランプが赤に変わらない場合は、電池の交換が必
要です。市販の単２型乾電池４個と交換してくだ
さい。
　また、乾電池が液もれなどで、受信機が正常に
動作しない場合は、自治振興課または市来庁舎市
民課（☎21-5111）へご連絡ください。
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　災害時に備え市内に 43 か所の避難所を設けています。避難所は、台風の来襲や大雨が予想
される時等、必要に応じ開設します。いざというときに備え、普段から避難場所や避難経路を
確認しておき、危険を感じたら早めに避難をしましょう。
　避難するときには
◆��持ち物（懐中電灯、ラジオ、非常食、飲料水、衣類など）はリュックに入れるなど、いざと
いうときに両手を使えるようにしましょう。火の始末や戸締りも忘れずに。水の中を歩くと
きには、側溝やマンホールなどにはまらないように、長い棒で確認するなど、足元に十分注
意しましょう。

自治振興課（☎33-5631）

危険を感じたら早めに避難を !　避難所や避難経路を確認しましょう

【串木野地域】
避難場所の名称 所在地 電話番号 避難場所の名称 所在地 電話番号

　冠岳小学校体育館 冠岳12844-1 32-2688 　串木野体育センター 長崎町91 32-1899

○冠岳コミュニティセンター 冠岳13511-2 32-0760 ○串木野高齢者福祉センター 新生町183 32-9570

○生福小学校体育館 上名8605 32-3307 　働く女性の家 新生町183 32-7130

　生冠中学校体育館 上名8551 32-3377 　串木野高等学校体育館 美住町65 32-2064

○串木野中学校体育館 上名700 32-1735 ○串木野西中学校体育館 下名20226-1 32-1744

○勤労青少年ホーム 上名2455 32-8770 ○羽島コミュニティセンター 羽島5218 35-0014

　串木野小学校体育館 上名536 32-1738 　羽島小学校体育館 羽島5359 35-0009

○市民文化センター 昭和通133-1 33-5655 ○荒川コミュニティセンター 荒川2450 32-8809

　願船寺 栄町23 32-3006 　荒川小学校体育館 荒川2347-1 32-2010

○ドリームセンター 元町236 33-1231 ○旭コミュニティセンター 下名14103-1 32-8811

　浄宝寺 本浜町38 32-2504 　旭小学校体育館 下名14067 32-1724

　無量寺 西島平町375 32-1727 　芹ヶ野公民館 下名15367-2 －

○照島小学校体育館 下名5453-3 32-1701 ○土川コミュニティセンター 羽島9675 35-0887

【市来地域】

避難場所の名称 所在地 電話番号 避難場所の名称 所在地 電話番号

　市来農芸高等学校体育館 湊町160 36-2341 ○市来研修センター 大里5664 －

○いちきアクアホール 湊町1丁目102 21-5800 ○川南地区広報研修館 大里3246-1 －

　市来高齢者福祉センター 湊町1丁目102 36-4558 　川上小学校体育館 川上1200 36-2044

　漁民会館 湊町1丁目103 36-2009 ○川上地区公民館

　（川上ふれあい館）
川上978 36-4334

　浄泉寺 湊町3丁目93 36-2102

　西村寺 湊町1丁目95 36-2022 　川上生活改善センター 川上1707 36-2918

　市来体育館 大里5547-1 36-2881 　市来保健センター 湊町1丁目115 36-5059

　市来中学校体育館 大里3764 36-2056 　市来保育所 湊町1丁目253 36-2166

　市来小学校体育館 大里3731 36-2006 　市来川上郵便局 川上1215-1 36-2221

○印は第１次配備の避難場所とし、他の場所は必要に応じて開設します。

避　難　場　所　一　覧
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国勢調査はみんなで描く日本の自画像

　国勢調査は、10 月１日（金）を調査期日として行われます。
　９月下旬から調査員が各世帯を訪問して、調査票を配布します。
　調査票は調査員への直接提出と郵送提出が選択できます。なお、
調査員への提出をご希望の場合は、調査員が調査票の配布時に回
収を希望する日時についてお聞きしますので、ご回答ください。

○国勢調査コールセンター
　設置期間：９月11日～10月31日　　　　　【電話】0570-01-2010
　受付時間：８：00 ～ 21：00　　　　　　　 全国どこからでも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）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【ＰＨＳ・一部のＩＰ電話】03-6738-6677
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� ＰＨＳ・一部のＩＰ電話の場合、所定の料金となります

個人情報は守られます！
　「統計法」では、調査に従事する人には、調査上知り得た秘密
に属する事項を他に漏らしてはならない守秘義務が課されてい
ます。さらに、統計をつくる目的以外に調査票を使用すること
は固く禁じられており、秘密の保護の徹底が図られています。
　調査票は外部の人の目にふれないよう厳重に保管され、集計
が完了した後はすべて溶かして再生紙として生まれ変わります。

“かたり調査”にご注意を
　毎回、“かたり調査”という、国勢調査員をよそおって、世帯の情報を聞き出そうとする事例
が報告されております。国勢調査員は『国勢調査員証』と『国勢調査従事者用腕章』を身につ
けております。また、初めから電話での調査を行うことはありませんので、少しでも不審に思
われたら市役所政策課にご連絡ください。

ご存知ですか？ ～回答は法律上の義務～
　�　国勢調査のような国の重要な統計調査については、統計法という法律により調査票に記
入して提出することが義務付けられています。報告を拒んだり虚偽の報告をしたりした場
合は罰則も規定されているほど統計調査は重要な調査です。より良い調査結果を得るため
に、市民のみなさまの回答が不可欠です。統計調査にご理解いただき、正しく記入のうえ
調査票の提出をよろしくお願いします。

（平成22年国勢調査標語　一般部門　総務大臣賞）
政策課（☎33-5672）
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　毎年、全国で３万人を超える人々が自ら命を絶っています。鹿児島県においても平成10年以降、毎年
500人前後の尊い命が失われています。これは交通事故による死亡者数の約５倍の数にのぼります。
　自殺は決して個人の問題ではありません。この機会に、身近な社会問題として自殺予防について考えて
みませんか。

地域で健康なまちづくりをすすめましょう(こころの健康づくり編)
串木野健康増進センター（☎33-3450）

～みんな笑顔で元気なまちをめざして～ シリーズ⑰

○自殺について誤解していませんか？
　１．自殺は、個人的な問題ではないのですか？
　　→�自殺の背景には、様々な社会的要因があることから、社会全体で総合的な対策に取

り組む必要があります。
　２．自殺は突然起こるもので、予測も防ぐこともできないのではないですか？
　　→�自殺行為に及ぶまでにはさまざまな要因が重なり、多くの場合、その長い道のりの

どこかで本人からSOSのサインが出されています。このサインに早く気づき、適切
な対応をすれば、大切な命を自殺から守ることが可能なのです。

　３．自殺すると決めた人は、決して止めることはできないのではないですか？
　　→�自殺を考えるまで追い込まれている人は、絶望しきって死のうと思っている一方で、

生きたいという気持ちも強く、「死」と「生」の間で激しく動揺しています。
　４．「死ぬ、死ぬ」という人ほど死なないのではないですか？
　　→�自殺した人の８～９割の人は行動に及ぶ前に、何らかのサインを周囲に発したり、

死にたいという意思をはっきりと言葉に出したりして誰かに伝えています。
　５．自殺について話をすると、かえって自殺の危険性を高めてしまうのではないですか？
　　→�自殺について真剣に話題にして受け止めることが、相手の衝動的な行動を思いとど

まらせ、むしろ自殺の危険性を減らすことになります。

９月10日から16日は　「自殺予防週間」です
ひとりで悩まないで～一人ひとりの大切ないのち～

Ｑ：自殺をしようと考えたら…。
Ａ：�最も大切なことは誰かに話すことです。支えてくれる人は必ずいます。今すぐ助けを
求めましょう。

　　家族や友人または同僚に話すだけで肩の荷が下りてほっとするものです。
　　身近な人に話せないときは、いろいろな相談機関を活用しましょう。
　　長期間自殺を考えてしまう人は、専門の精神科医に相談することも必要です。
Ｑ：「死にたい」と言われたら…。
Ａ：とにかくまず、きちんと向き合って話し合いましょう。
　　�「死にたい」と言われたら、誰でもびっくりして動揺します。そういう場面では、こう
すれば必ず防げるという「特効薬」はありません。

　　�「自分なんていても仕方がないから消えてしまいたい」などと言うようになったら、で
きるだけ早く専門医に相談するとともに､「あなたがいなくなったらどれだけつらい気
持ちになるか」ということを辛抱強く繰り返し伝えていくことが大切です。

○相談機関
・鹿児島いのちの電話　　☎099-250-7000　　・鹿児島県精神保健福祉センター　☎099-255-0617
・自殺予防情報センター　☎099-255-1282（人にハートに）
・伊集院保健所　　　　　☎099-273-2332　　・串木野健康増進センター　　　　☎33-3450
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Ｂ＆Ｇ巡回ＯＰ
ヨット・カヌー教室

平成22年度�採集植物等標本
名�付�け�会

　７月23日、串木野小学校プー
ルで第５回いちき串木野市小
学校水泳記録会が開催されま
した。
　各種目の１位は次のとおりです。（敬称略）
●自由形　５年男子� 50ｍ　松田　祐輝（串木野）� 42秒1
　　　　　５年女子� 50ｍ　原野千香子（照　島）� 40秒2
　　　　　６年男子� 50ｍ　石ヶ﨑　駿（照　島）� 40秒0
　　　　　６年女子� 50ｍ　立石　　愛（串木野）� 40秒8
　　　　　６年男子100ｍ　松比良滉介（市　来）� １分38秒4
　　　　　６年女子100ｍ　上薗　涼香（照　島）� １分38秒7
●平泳ぎ　５年男子� 50ｍ　大里　　海（照　島）� 57秒6
　　　　　５年女子� 50ｍ　原野千香子（照　島）� 54秒0
　　　　　６年男子� 50ｍ　城ノ園健太（荒　川）� 49秒0
　　　　　６年女子� 50ｍ　萩元　麻季（串木野）� 54秒7
　　　　　６年男子100ｍ　上小園啓吾（照　島）� １分46秒3
　　　　　６年女子100ｍ　立石　　愛（串木野）� １分57秒9
●背泳ぎ　５年男子� 50ｍ　逆瀬川裕也（市　来）� １分13秒1
　　　　　５年女子� 50ｍ　川﨑　未来（照　島）� 45秒5
　　　　　６年男子� 50ｍ　松﨑　元基（市　来）� 52秒7
　　　　　６年女子� 50ｍ　流合　萌映（市　来）� １分03秒3
●200ｍ　　　男子　　　　照島小　　　　　　　�３分00秒0
　リレー　　　女子　　　　照島小　　　　　　　�２分47秒2

　７月10日と18日から19日にかけ
て、市内５校（羽島小・荒川小・川
上小・冠岳小・旭小）のプールで小
学生を対象に、Ｂ＆Ｇ巡回OPヨッ
ト・カヌー教室を開催し、児童・保
護者79人が参加しました。
　教室は、本年度から指定管理業者
㈱日本水泳振興会が指導にあたり、
ＯＰヨット・カヌーの体験や、ライ
フジャケットを付けたままの泳ぎ方
など、海洋性スポーツを通して、水辺
の安全について学習しました。

　今年も市内小・中学生を対象に、各分野（植物・
貝類・昆虫・岩石）の専門の先生方を講師に招き、
採集植物等標本名付け会を次のとおり開催します。
○日　時　　８月24日(火)
　　　　　　10：00～ 15：00
○場　所　　市来地域公民館
○対象物　　植物・貝類・昆虫・岩石
○その他　　・自分でも調べておき、分からない

ものをたずねるようにする。
　　　　　　・貝類・岩石は、枠を作った箱の中に

種類ごとに分けて持っていくように
する。

教育委員会だより No.53

第５回
市小学校水泳記録会

家庭教育の充実に向けて家庭教育の充実に向けて家庭教育の充実に向けて
～「生きる力」を育む家庭教育８か条～～「生きる力」を育む家庭教育８か条～～「生きる力」を育む家庭教育８か条～

　夏休み期間中にテレビやゲーム等のメディア
とのつきあい方のルールを決めて、実践し、生
活リズムを整えましょう。（第２条）
～テレビやゲームとのつきあい方をできること
から始めてみよう～
○「テレビやビデオを平日２時間以上視聴」
　 小学６年（74.7％）中学３年（57.9％）
○「テレビゲームを１時間以上する」
　 小学６年（40.9％）中学３年（29.6％）

－H21 全国学力・学習状況調査－
　このようにメデイアに接する時間が毎日長時
間に及ぶと学習や読書の時間が減少したり、睡
眠や食事などにも影響し、基本的な生活習慣に
悪影響を与えます。夏休み中にメディアとのつ
きあい方のルールを設定し、基本的な生活リズ
ムを整えましょう。
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地域安全ニュース 【みんなでつくろう　安全安心のまち】

自治振興課（☎33-5631）「毎月11日は、地域安全推進の日」

羽島地区安全パトロール隊・結成出発式
　羽島地区では、「子どもの安全・地域の安全は自分たちで守ろう」と
市内で５団体目となる青パト隊、羽島地区安全パトロール隊（隊員 12人・
車両 11 台）が結成され、８月２日、羽島小学校グランドで青色回転灯
装備車両による防犯パトロール隊の出発式が行われました。
　出発式には市長はじめ、地元地域の方々、そして羽島小、羽島中の
児童生徒や学校関係者、教育長、警察署長以下署員の皆さん総勢約 100
人が参加して盛大に行われ、市長、警察署長からは、それぞれパトロー
ル隊員に対して、地域の安全のために頑張ってくださいとの挨拶があ
り、さらに県警ヘリから県警本部長のメッセージが投下され、これを
中学生代表が読み上げました。
　これを受けて、青パト隊員からは、地域の安全のために継続した活
動を続けていくとの決意表明がなされ、最後に、青色回転灯を点灯さ
せた青パトは、白バイやパトカーとともに地域内の防犯パトロールへ
と出発しました。
　羽島地区安全パトロール隊のこれからのご活躍が期待されます。

第２回
防犯ペアパークゴルフ

大会の開催
　７月 11 日、第２回
防犯ペアパークゴルフ
大会を開催しました。
　いちき串木野地区防
犯協会と警察署が、青
少年の健全育成と家族

のふれあいを目的として開催したところ、市内
の児童生徒と父母や祖父母らのペア 35 組が参
加、プレーを楽しみ、盛会の内に終了しました。
　入賞者は次のとおりです【敬称略】
○優　勝　野元耀能（小３）、久保康夫（祖父）
○準優勝　祐下芳輝（小３）、祐下主税（祖父）�
○第３位　栗元颯希（小３）、栗元真一（祖父）
入賞された方おめでとうございます。
　お手伝い頂いた皆様
大変有り難うございま
した。
　また、参加された皆
様暑い中大変お疲れ様
でした。

不審者対応訓練の
実施について

　６月 25 日、７月２日の両日、いちき串木野警
察署道場において、市内の幼稚園・保育園及び
小学校の先生 34 人を対象に、凶器等を所持した
不審者に対する対応訓練を実施しました。

　訓練の内容は不審者が侵入、攻撃してきた場
合のほうきや刺股等での対応要領の実施訓練を
はじめ、通報要領、平時の心構え等について実
践的な訓練でした。

○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）☎ ₃₃︲₀₁₁₀
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青少年のための芸術鑑賞事業を開催

九州小学校体操大会
鹿児島県予選会で好成績

市道市来港線
ボランティア清掃

第３回
Ｂ＆Ｇアクアキッズフェス

　７月１日、荒川小学校体育館で、「歌のおくり
もの」と題して、琴の演奏やオペラの鑑賞会が
開催されました。
　荒川小学校の児童・地域住民約80人が参加し、
実際に箏という楽器にふれたり、また演奏家の
方々と児童の声が一緒になって響きわたる「荒川
賛歌」は圧巻でした。

　７月12日、九州小学校体操大会鹿児島県予選
会（７月４日開催）に出場した、串木野体操クラ
ブの植新月美さん（照島小学校５年）と川元奏海
さん（照島小学校５年）が市長を表敬訪問されま
した。
��植新さんは、同予選会の『跳馬』と『平均台』
で１位となり、８月13日から佐賀県で開催され
た九州小学校体操大会へ出場されました。
��また川元さんは同予選会の『ゆか』で２位、『平
均台』で３位という成績を収めております。
��２人のますますの活躍が期待されます。

　７月17日、鹿児島県建築士会日置いちき串木
野支部青年部（今村裕一郎部長他15人）が、市
道市来港線沿線の清掃を実施しました。
　これは、７月１日が「建築士の日」となってい
ることから毎年７月に学校施設の補修や清掃等の
ボランティア活動を実施しているところです。
　鹿児島県建築士会日置いちき串木野支部青年部
の皆さん、ありがとうございました。

　７月17日、市民プールで第３回Ｂ＆Ｇアクア
キッズフェスが開催されました。成績は次のとお
りです。

【小学生の部】
第１位　ＫＵＳＨＩＫＩＮＯ　ＪＵＤＯ
第２位　ＮＩＭＯ
第３位　ほたるん・アラカワ

【左から植新月美さん、川元奏海さん】

話
題まままままままままちちちちちちのののののの
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県民体育大会選考会

第３回いちき串木野市消防団
消防操法大会

交通事故防止運動

海の日の海岸クリーン作戦

　日置地区県民体育大会選考会が、６月27日・
７月４日・18日を中心に、いちき串木野市と日
置市の各競技会場で開催されました。
　雨天順延等ありましたが、各競技会場において
熱戦が繰り広げられました。本市の選手の皆さん
も暑い中健闘されました。
　なお、日置地区の代表選手に選出された方は、
９月18日から19日にかけて今回から鹿児島市を
中心に開催される第64回県民体育大会に出場さ
れます。
○本市の団体優勝種目
　サッカー・バスケットボール（男女）・卓球Ａ級
　軟式野球・バドミントン（女）・剣道

　７月18日、日置北部公設地方卸売市場駐車場
にて、第３回いちき串木野市消防団消防操法大会
が開催されました。
　大会では、ポンプ車操法と小型ポンプ操法の競
技が行われ、結果については下記のとおりでした。
　各部門の上位２チームは８月１日に日置市吹上
町で開催された日置支部操法大会に出場しました。
○ポンプ車の部　　　　○小型ポンプの部
　優　勝　川南分団　　　優　勝　中央分団
　準優勝　羽島分団　　　準優勝　川上分団
　第３位　中央分団　　　第３位　市来支所分団

　７月20日、串木野自動車教習所前で汐見町の児
童会と高齢者クラブが交通安全キャンペーンを行
いました。子どもたちや高齢者が手作りの折り紙
や短冊を運転手一人ひとりに手渡し、安全運転を
呼び掛けました。
　また、市内国道３号においては、夏の交通事故
防止運動の啓発活動として、「夏の交通事故防止作
戦」を行いました。市内の交通安全関係者が飲み
物とチラシを通行車両の運転手に配布し、安全運
転・事故防止を呼び掛けました。

　７月19日、土川海岸から市来海岸までを対象に、
「第14回海の日海岸クリーン作戦」が実施されま
した。
　これは、市民の環境に関する意識啓発と海岸な
どの美化活動を目的として行われたものです。
　この日は、約2,100人の市民の方々がボランティ
アで参加して、海岸に打ち上げられたごみなどを
懸命に回収し、約１時間の作業で収集されたごみ
は約５トンにもなりました。
　これからも美しい海や海岸を残していくために、
地域ぐるみで協力し合いましょう。
　早朝にもかかわらずご協力いただき、ありがと
うございました。

▲汐見町公民館児童会などによる交通安全キャンペーンの様子

▲「夏の交通事故防止作戦」の様子

話
題まままままままままちちちちちちのののののの

9



話
題まままままままままちちちちちちのののののの

長崎鼻海水プール開き 第１回全日本女子ドッジボール選手権
鹿児島県予選 優勝報告

　７月21日、長崎鼻海水プールがオープンしま
した。
　水難事故防止を祈願する神事やテープカットが
行われた後、子どもたちは待望の初泳ぎを楽しみ
ました。
　当日は、『景品付スーパーボール掴みとり』が
行われ、プールの中は大賑わいでした。

　７月22日、鹿児島市で行われた第１回全日本
女子ドッジボール選手権鹿児島県予選（７月10
日開催）に出場した『ドリームピース』の選手（串
木野小５年７人、照島小５年１人）が市長を表敬
訪問されました。
　選手の所属する「Ｗピース」が同大会に出場す
るための規定人数を下回っていたため、親交のあ
る「亀山ドリームNOT」と合同チーム『ドリー
ムピース』を結成し、今回みごと優勝しました。
��８月21日には、『ドリームピース』で全国大会
に出場することとなっています。選手らのますま
すの活躍が期待されます。

子どもサミット開催

七夕飾りをプレゼント

　７月27日、いちきアクアホールで子どもサミッ
トが開催されました。
��この子どもサミットでは市内の各小・中学校代
表の子どもたちが「読書の輪を広げるためのス
ローガン」の決定について話し合い、候補となっ
たスローガンについて、学校や地域の実態を踏ま
えた意見交換があり、次のスローガンに決定しま
した。
　○だれにでも  心に響く  本がある
� �今年は国民読書年でもあり、このスローガンを
通じ市内の児童生徒らが読書に親しみ、心豊かに
なることが期待されます。

　７月21日、市来保育所の園児らが市役所市来
庁舎へ七夕飾りのプレゼントを行いました。
　市来保育所では、毎年、高齢者クラブの方々と
の交流活動のひとつとして、一緒に七夕飾りを制
作しています。
　園児たちは、めずらしい飾りを教わったり、思い
思いに短冊に願い事を書いて飾り付けをしました。
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話
題まままままままままちちちちちちのののののの

いちき串木野観光ボランティアガイド

神村学園中等部硬式野球部
表敬訪問

ぶどう観光農園はさみ入れ式

串木野サンセットパーク

　７月30日、串木野巨峰観光農園で関係者が参
加して、はさみ入れ式と開園式が行われました。
��生産者が一房一房愛情を込めて作ったぶどう
は、今年も甘くておいしい出来となっています。
��みなさんもぜひご賞味ください。

　羽島から土川へ向かう県道沿いに整備された公
園です。
　公園からは、東シナ海や甑島の絶景を眺めるこ
とができます。

　「いちき串木野総合観光案内所」では、約30人の
方がボランティアガイドとして登録されています。
　今年３月から十数回の講習会を重ね、今後さら
に実地講習などを繰り返しながら、いちき串木野
市の「語り部」として今秋デビューする予定です。

　７月30日、リトルシニア九州連盟日本選手権
予選大会で優勝した、神村学園中等部硬式野球部
が表敬訪問されました。
　神村学園中等部硬式野球部は予選リーグを３戦
３勝で１位通過。決勝トーナメントでも逆転勝利
やコールド勝利を重ねて、初優勝しました。
　８月２日から神宮球場などで行われた「第38
回日本リトルシニア野球選手権大会（東京都開
催）」では、初出場ながら決勝戦まで勝ち進み、
決勝では惜敗しましたが見事準優勝（全国２位）
の成績を収めました。また、８月12日から行わ
れた「第４回全日本中学野球選手権大会 ジャイ
アンツカップ（東京都開催）」に出場されました。
　神村学園中等部硬式野球部のますますの活躍が
期待されます。

いちき串木野市
食のまちづくり推進協議会

　いちき串木野市食のまちづくり推進協議会の第
1回目の会議が７月29日に開催されました。
　協議会では、「食のまちいちき串木野」を推進
していくための基本的な計画などを定めていくこ
ととしています。
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▲あすぱる大崎

▲横瀬古墳

▲くにの松原
　キャンプ場

【大崎町概要】
○人口　14,913人（平成22年８月１日現在）
○広報発行部数　5,900部     
○日本一　 ごみリサイクル率・養殖うなぎ・

ブロイラー

　志布志湾に面した全長７キロの海岸と松の
緑が自慢。松林は、『白砂青松100選』に選ば
れています。環境問題にもいち早く取り組み
ゴミは28種類に分別。カブトムシが目印の道
の駅に隣接した『あすぱる大崎』では、食事
や温泉も魅力です。
　また、５世紀半ばに築かれたという『横瀬
古墳』は、完全な前方後円の形態を残してい
ることが有名。大リーグシカゴカブスで活躍
する福留孝介選手の出身地でもあります。詳
しくは、おおさき観光案内所まで！
○問合せ先
　おおさき観光案内所　☎099-477-2400

まちの情報交換“よかとこトレード”

曽於郡大崎町とまちの情報を交換しました。これは大崎町の広報紙にある『よかとこトレード』
というコーナーで「まちのおすすめの場所や特産品など、お互いに交換し合いましょう」という
ものです。ここで、大崎町を紹介するかわりに、大崎町広報紙『広報おおさき』８月号にて、本
市の冠岳や薩摩藩英国留学生渡欧の地、まぐろラーメンなどを紹介していただきました。

【大崎海岸】

話
題まままままままままちちちちちちのののののの

人権教育講演会開催 西薩海道探検バスツアー

　７月30日、いちきアクアホールで人権教育講
演会が開催されました。
　当日は『メディアが伝えてこなかった人権問題
と男女共同参画』と題し、みやざき中央新聞の水
谷謹人先生による講演会が行われ、約100人の参
加がありました。
��人権問題はそれぞれが
自分のことのように考
えることが大切だと話
されました。

　7月31日、西薩海道ネットワーク(いちき串木
野市、日置市の６漁協)が主催した、各直営店を
巡る『西薩海道探検バスツアー』があり、親子連
れ43人が各漁協の多彩な海産物の食と海の体験
をしました。
　各漁協が趣向をこらした食の体験や「薩摩藩英
国留学生渡欧の地」周辺散策・零下30度冷凍庫
体験・魚の名前当てゲーム・はえ縄の釣り糸結び
方などの体験を通し地産地消の推進を行いました。
　西薩海道についてはホームページでご覧いただ
けます。　� http://seisatsu-kaido.jp/

▲魚の名前当てゲーム

▼はえ縄の釣り糸結び
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おしらせ版

☆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）
　７月 15 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。

　立山　晴仁くん　　・　日置　英汰くん
　井手上樹生くん　　・　橋口　　蓮くん
　吉永　　愛ちゃん　・　福山竜之介くん
　田重田祐大くん　　・　小野田翠優ちゃん
　南新萌乃美ちゃん

　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、家族皆

で歯の健康づくりに取り組みましょう。

　肺がんによる死亡は、本県のがんによる死因の
第１位で、増える傾向にあります。そのため県で
は肺がんの早期発見に有効とされている、低線量
CTによる肺がん検診の検診費の一部助成を開始
しました。
●対象となる方
　県内に居住している方で、受診日時点において
満50歳以上の方。
　※ただし、下記の方は除きます。
　・�肺がん治療中または肺がん疑いや肺がん手術
後で経過観察中の医師の管理下にある方

　・�市のがん検診などで「要精密検査」となった方
●検診費用　自己負担額　2,550円
　（通常の自己負担額と比べ３割以下の額です）
●定　　員　県内１万人を上限とします
●実施期間　平成23年３月末まで
　　　　　　※�検診機関によって若干異なること

があります
●受診方法
　県に登録された医療機関等に直接予約をして受
診となります。
　受診時は、生年月日・住所の証明できるもの（運
転免許証・健康保険証など）をお持ちください。
※�登録医療機関については、串木野健康増進セン
ターにお問い合わせいただくか県のホームペー
ジをご覧ください。

●日　　時　９月６日㈪　９：45 ～ 12：00
●場　　所　串木野健康増進センター
●対 象 者　生後２か月から10か月児とその母親
●参 加 料　無料
●持ってくるもの��バスタオル・飲み物
●申 込 み　�９月３日㈮までに串木野健康増進セ

ンターへ〈託児あり（要予約・飲み
物持参）〉

●問 合 せ　串木野健康増進センター
　　　　　　子育て支援センター（☎33-0192）

低線量ＣＴによる肺がん検診の
検診費一部助成について

串木野健康増進センター（☎33-3450）

ベビーマッサージ&産後シェイプアップ
体操教室の開催
串木野健康増進センター（☎33-3450）

　いちき串木野市では介護保険の要介護（支援）
認定にかかる訪問調査員を募集します。
　応募される方は、履歴書を串木野庁舎健康増進
課に提出してください。
　詳しくは、健康増進課介護保険係へお問い合わ
せください。
●募集人員　１人
●応募資格　市内居住者で運転免許を有する方
　　　　　　�ただし、社会福祉施設や医療機関等

で介護や看護などの実務経験のある方
●業務内容　�要介護認定申請に基づき高齢者の自

宅等を訪問し、日常生活動作や認知
症の状況の調査を行う

●勤務時間　９：00 ～ 17：00
●勤務日数　月～金（週５日）
●募集期間　８月31日㈫受付まで
　　　　　　（ただし、土・日曜日を除く）
●選考方法　面接（日時は後日連絡）

　いちき串木野市では、臨時保健師を募集します。
　応募される方は、履歴書を串木野庁舎総務課も
しくは市来庁舎市民課に提出してください。詳し
くは、串木野健康増進センター（☎33-3450）に
お問い合わせください。
●募 集 人 員　１人
●応 募 資 格　保健師免許または看護師免許
●仕事の内容　各種健診及び保健指導
●募 集 期 間　９月10日㈮受付まで
　　　　　　　（ただし、土・日曜日を除く）
●勤 務 場 所　串木野健康増進センター
●勤 務 時 間　８：30 ～ 17：00
●勤　務　日　月～金（週５日）
●雇 用 期 間　平成23年３月末まで（延長予定有）
●勤務開始日　平成22年10月から

介護認定調査員募集
健康増進課（☎33-5673）

臨時保健師募集
総務課（☎33-5625）
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　原子力広報安全等対策事業の一環として、原子
力発電に関する正しい知識の普及啓発のために、
川内・玄海原子力発電所等の見学会の参加者を募
集します。
●日　　程　９月28日㈫８：30～９月30日㈭17：00
　　　　　　〔唐津市及び福岡市に２泊の予定〕
●実施方法　専用（貸切）バスにて移動
●参 加 費　無料
●対 象 者　�市内に在住の16歳以上の方（学生も

含む）
●募集定員　30人（募集定員を超える場合は抽選）
●見学場所　�川内原子力発電所、鹿児島県原子力

防災センター（薩摩川内市）、玄海
原子力発電所（佐賀県玄海町）、九
州エネルギー館（福岡県福岡市）

●申込期限　９月３日㈮
●申込・問合せ　政策課　政策係
※�これまでに当事業に参加された方はご遠慮くだ
さい。
※�バスでの移動が１日６時間程度となりますの
で、希望者は体調を考慮して申し込みください。

　「人が�GENKI!�街が�GENKI!!�溢れる�GENKI!!!」
をコンセプトにいちき串木野市から元気パワーを
情報発信します。
●日　時　９月18日㈯　17：30 ～
●場　所　国民宿舎吹上浜荘
●内　容　・オープニング　書道ガールズ
　　　　　・ＤＪポッキー　ダンスイベント
　　　　　・ＪＪコーリン　バンド演奏
　　　　　・島唄 ・フラダンス ・ジャズダンス
　　　　　・食べ放題屋台村
　　　　　　（いちき串木野三大カツ他）
●参加費　前売り券　2,000円
　　　　　当日券　　2,500円
●問合せ　いちき串木野商工会議所青年部事務局
　　　　　☎32-2049

　県立鹿屋高等技術専門校では電気・住環境整備
に対応できる人材育成を目的とした「電気設備科」
の推薦入校生を募集します。
●訓練科目　電気設備科
●応募資格　高等学校を平成23年３月卒業見込の方
●受付期間　９月１日㈬～９月17日㈮
●選 考 日　10月１日㈮
●選考場所　鹿屋高等技術専門校
●選考方法　数学Ⅰ、面接
※�オープンキャンパスが８月23日、９月６日・27
日に開催されます。

●問 合 せ　鹿児島県立鹿屋高等技術専門校
　　　　　　☎0994-44-8674

●受検申請書受付期間
　９月27日㈪～ 10月８日㈮�（土･日曜日を除く）
●試験実施日
　・�実技試験��11月29日㈪から平成23年２月20日

㈰までの期間で職種ごとに定める日
　・�学科試験��平成23年１月23日㈰、１月30日㈰、
２月６日㈰までの期間で職種ごとに定める日

●合格発表　平成23年３月15日㈫
●試験実施募集職種��
　�機械検査・配管・機械保全・コンクリート圧送
施工など38職種

●実施募集等級
　特級・１級・２級・３級・単一等級
●問合せ
　・鹿児島県職業能力開発協会
　　（鹿児島市錦江町1-40　☎099-226-3240）
　・県庁商工労働水産部雇用労政課
　　（鹿児島市鴨池新町10-1　☎099-286-3019）

　若者のみならず年齢の高い層の市民が、若い男
女間の関係性の実態を認識し、相談を受けたり支
援を求められた時、適切に対応するための知識を
習得するセミナーを開催します。
●日　時　９月23日（木・祝日）13：00 ～ 16：30
●場　所　いちきアクアホール　２階多目的室
●参加費　無料
●内　容　講話「若者の現状」
　　　　　デートＤＶに関する調査・研究発表ほか
●申込・問合せ
　　　（Ｅメールまたは電話で申し込みください）
　　　鹿児島純心女子大学　谷崎研究室
　　　s_and_i_2008@yahoo.co.jp
　　　☎23-5311（代表）
※申し込みがなくても参加できます。

　知ってて損はしない身近な医療の話。ぜひこの
機会に受講してみませんか。
●日　時　９月11日㈯　13：30 ～ 15：30
●場　所　串木野高齢者福祉センター
●内　容　①医師による医療講座
　　　　　　市医師会立脳神経外科センター　石丸医師
　　　　　②救急救命士によるＡＥＤの取扱説明等
●参加費　無料

　９月９日の「救急の日」を含む１週間を「救
急医療週間」と言います。

川内・玄海原子力発電所等
見学会参加者募集

政策課（☎33-5634）

「いちき串木野 GENKI まつり
～第４章～」開催

商工観光課（☎33－5638）

県立鹿屋高等技術専門校入校生募集
（推薦入試）

商工観光課（☎33-5638）

平成22年度後期技能検定
（国家検定）の実施

商工観光課（☎33-5638）

デートＤＶ防止セミナー開催
政策課（☎33-5672）

市民救急医療講座の開催
消防本部（☎32-0119）
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　日置地域の農林水産物のＰＲ・地産地消を推進
するため、「日置まるごとバスツアー」が開催さ
れます。
●参 加 費　１人2,000円
●募集定員　各コース40人（定員になり次第締切）
●申込期限　10月15日㈮

※�各コースとも所要時間は９：00から17：00まで
の予定です。
※�詳細は、季楽館及び、串木野庁舎農政課・市来
庁舎産業経済課に置いてあるパンフレットをご
覧ください。
●申込・問合せ

※�申込・問合せは、各コース代表に直接ご連絡く
ださい。

　第５回市民体育大会を10月10日㈰に開催いたし
ます。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。
　多数の参加とご声援をよろしくお願いいたします。
●期　日　10月10日㈰（※雨天中止）
　������　　※�中止の場合は、防災行政無線でお知

らせいたします。
●場　所　多目的グラウンド
●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。
　ご近所お誘い合わせのうえ、乗り合わせでお越
しくださいますようお願いいたします。
　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、広報いちき串木野９月21日号と同時
に配布しますプログラムをご覧ください。

　串木野生活学校では、「ＥＭボカシづくり」等
を次のとおり行います。皆様の多数のご参加をお
待ちしています。
●日　時　９月８日㈬�９：30 ～ 11：30
●場　所　市民文化センター　ロビー
●内　容　ＥＭボカシづくり
　　　　　・ボカシを使っての生ゴミ処理の仕方
　　　　　・米のとぎ汁発酵液づくりとその使い方
　　　　　・ＥＭの活用についての講話と質疑応答
※�参加料は無料で、参加される方は、当日直接会
場へおこしください。

※詳しくは社会教育課へお問い合わせください。

　高齢者や障害者をめぐる様々な人権問題の解決
を図ることを目的として「高齢者・障害者の人権
あんしん相談」強化週間を実施します。相談内容
は問いません。
　相談には、法務局職員または人権擁護委員が応
じ、秘密は厳守されます。
●実施機関　鹿児島地方法務局
　　　　　　鹿児島県人権擁護委員連合会
●実施日時等
　・期　間　９月６日㈪～９月12日㈰
　・時　間　（平　　　日）�８：30 ～ 19：00
　　　　　　（土・日曜日）�10：00 ～ 17：00
●問合せ先　鹿児島地方法務局人権擁護課
　　　　　　☎099-259-0684

日置まるごとバスツアー
～体験・見る・食べる・買う・温泉～

農政課（☎33-5635）

市制施行５周年記念
第５回市民体育大会

市民スポーツ課（☎21-5129）

「ＥＭによる生ゴミ処理実習」に
参加してみませんか

社会教育課（☎21-5128）

全国一斉「高齢者・障害者の人権
あんしん相談」強化週間

串木野庁舎市民課（☎33-5611）・市来庁舎市民課（☎21-5114）

８月の市税・保険料納期
税務課（☎33-5682）

市 県 民 税����第２期
国 民 健 康 保 険 税����第２期
後期高齢者医療保険料����第２期
介 護 保 険 料����第３期

８月31日

　納期限内の納付にご協力ください。
　口座振替予定日は、毎月25日です。金融機関
が休みのときは翌営業日となります。口座振替
の方は、預金残高のご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・届出印をご持参のうえ、お
手続きください。

税金は��僕らの未来を��作る種
（平成 21 年度「税に関する作品」より）

Ａコース Ｂコース Ｃコース
11/13 ㈯ 11/27 ㈯ 11/7 ㈰

チェスト館�発 鹿児島中央駅前�発 江口蓬莱館�発
↓ ↓ ↓

ふれあい飯牟礼館 ミカン狩り ミカン狩り
↓ ↓ ↓

パーチェ かめまる館 花水木
↓ ↓ （温泉、昼食）�

ゆすいん 吉利物産店 ↓
（温泉、昼食） ↓ こけけ直売所

↓ ゆ～ぷる吹上 ↓
ミカン狩り （温泉、昼食） 季楽館

↓ ↓ ↓
小正醸造見学 ひまわり館 濵田酒造見学

↓ ↓ ↓
城の下物産館 きんぽう木花館 江口蓬莱館�着

↓ ↓
チェスト館�着 鹿児島中央駅前�着

Ａコース代表�
チェスト館�

☎ 099-273-9525

Ｂコース代表�
城の下物産館�
☎ 099-292-5890

Ｃコース代表�
江口蓬莱館�

☎ 099-274-7666
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　９月１日に選挙人名簿に登録した方の名簿を下
記により縦覧に供します。
●縦覧期間　９月３日㈮～９月７日㈫
●縦覧時間　８：30 ～ 17：00
●縦覧場所　選挙管理委員会事務局
　　　　　　（市来庁舎１階）

　海区漁業調整委員会委員選挙人名簿は、１年ご
とに作成されます。
　この名簿に登録しなければ、海区漁業調整委員
会委員選挙について投票及び立候補ができないこ
とになりますので、資格のある方は、必ず申請し
てください。
●申請の現在日　９月１日㈬
●申請書の提出期限　９月３日㈮
●申請書の提出先　�いちき串木野市選挙管理委員

会（市来庁舎１階）
●資　格　者
⑴�平成２年12月６日までに生まれた方で、市内に
住所または事務所を有し１年間に90日以上漁船
を使用する漁業を営みまたは漁業者のために水
産動植物の採捕若しくは養殖に従事する方。

⑵�海区漁業調整委員会の委員または漁業協同組合
もしくは漁業協同組合連合会の役員であって、
その委員または役員に就任後、⑴に該当しなく
なった方。

●申　請　書
　申請書は、いちき串木野市選挙管理委員会及び
各漁業協同組合（市来町、串木野市島平、串木野
市、羽島）に設置してあります。

選挙人名簿登録者の名簿の縦覧
選挙管理委員会（☎21-5125）

第31回
公民館対抗壮年バレーボール大会

市民スポーツ課（☎21-5129）

ミニバレーボール大会及び
ソフトバレーボール大会開催

市民スポーツ課（☎21-5129）

平成23年度鹿児島障害者職業能力開発校
入校生募集

福祉課（☎33-5619）

海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の
登録申請をしてください

選挙管理委員会（☎21-5125）

　市民の皆様の多数のご参加・ご声援をお願いし
ます。
●日　　時　９月24日㈮～29日㈬　全日20：00～
　　　　　　※�参加チーム数により期間は変更さ

れます。
●場　　所　市来体育館
●試合方法　�日本バレーボール協会の９人制ルー

ルを基本として行いますが、一部、
大会特別ルールを採用し、参加チー
ムをＡ、Ｂ、Ｃのクラスに分けて行う。

　　　　　　詳細はお問い合わせください。
●参加資格　�市内居住者で昭和47年４月１日以前

に生まれた男女により１公民館によ
るチーム編成とするが、戸数の少な
い公民館等においては２公民館（近
隣）での編成を認める場合もあります。

●申 込 み　９月８日㈬まで
●抽　　選　９月13日㈪　19：00～市来庁舎
●申込・問合せ��
　・産業経済課農林係（市来庁舎１階）
� 　中間（☎21-5122）
　・総務課情報政策係（串木野庁舎３階）
� 田中（☎33-5633）

　標記の大会を開催しますので、多数の参加をお
願いします。
●日　時　９月５日㈰　８：30 ～
●場　所　市来体育館
●試合方法等
　①ミニバレーボールの部
　　市ミニバレーボール規則（６人制）に準じる
　②ソフトバレーボールの部
　　ソフトバレーボール規則（４人制）に準じる
●参加資格　市内のチーム等
●申込・問合せ
　　　いちき串木野市バレーボール協会事務局
　　　　いちき串木野市昭和通133-1
　　　農政課（☎33-5635）野田
　　　または、都市計画課（☎21－5153）吉見まで
　　　（申込用紙は、協会事務局にあります）
●申込期限　８月30日㈪まで（参加料1,500円）
●監督会議・抽選　９月３日㈮　19：00 ～

●募集期間
　①【新　　　卒】　現在受付中～９月17日㈮
　②【新卒・一般】　９月１日㈬～ 10月29日㈮
●選 考 日
　①【新　　　卒】　10月２日㈯
　②【新卒・一般】　11月25日㈭
●訓練科目　�情報電子科　デザイン製版科　建築

設計科　義肢福祉用具科　ＯＡ事務
科　アパレル科　造形実務科

●応募資格　�身体障害者手帳所持者または療育手
帳所持者

　　　　　　�（その他の障害の方は最寄りのハ
ローワークにお問い合わせください）

●入学金・授業料　　無　料
※�ハローワークのあっせんを受けられた方は、雇
用保険・訓練手当などが支給される場合もあり
ます。
　�詳細は最寄りのハローワーク（障害者係窓口）
にお問い合わせください。
■鹿児島障害者職業能力開発校
　〒895-1402　薩摩川内市入来町浦之名1432番地
　　☎0996-44-2206　　FAX0996-44-2207
※�鹿児島障害者職業能力開発校とは、障害をお持
ちの方がその能力に適する職種についての基礎
となる知識・技能を習得し、就業による自立と
生活の安定を図ることを目的とする公共職業能
力開発施設で、国が設置し、その運営を鹿児島
県に委託しているものです。
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　米トレーサビリティ法（米穀等の取引等に係る
情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律）が
制定され、本年10月から、米、米加工品の生産者、
加工・製造業者、流通業者、小売業者、外食店で
の取り引きなどの記録の作成・保存が義務付けら
れます。
　また、平成23年７月からは、一般消費者への産
地情報伝達が義務付けられます。
●対象品目
　�米穀（玄米・精米など）、米粉や米麹などの中
間原材料、米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、
単式蒸留焼酎、みりん

●対象事業者
　�生産者を含め、対象品目となる米・米加工品の
販売、輸入、加工、製造または提供の事業（飲
食業など）を行う全ての事業者

※制度の詳しい内容は次までお問い合わせください。
【問合せ先】
　九州農政局鹿児島農政事務所計画課
　☎099-222-0121　FAX099-223-5446

　下記の施設を平成23年４月から管理する指定管
理者を募集します。
●募集施設
　串木野体育センター・長崎鼻公園ソフトボール場
　　（担当課：市民スポーツ課☎21-5129）
●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。）

　・その他は募集要領による。
●募集要領配付　８月20日㈮～９月17日㈮
●申 請 受 付　９月13日㈪～９月17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の
でご覧ください。

米トレーサビリティ制度の導入
農政課（☎33-5635）

指定管理者の募集
行政改革推進課（☎33-5639）

◆事例１
　電子キーを車内に置いたまま車外に出たら、誤作動で子どもが車内
に閉じ込められてしまった。ディーラーに伝えたら「電池の残量が少
なくなると誤作動を起こすことがある」と説明された。

◆事例２
　電子キーを車内のカバンに入れたまま車外に出たらロックがかかり、
乳児が車内に閉じ込められた。ロック解除の専門業者に依頼したが「時
間がかかる」というので、消防に窓ガラスを割って救出してもらった。

＜ひとことアドバイス＞
○鍵を身につけていれば、鍵を取り出さなくてもドアの解錠・施錠やエ
ンジンの始動ができる電子キー（メーカーによって名称は異なる）を
装備している乗用車が増えています。

○エンジンが停止しているときに電子キーの電池が切れると、ドアが施
錠されてしまう車種があります。電池が切れないように定期的に交換
しましょう。

○電子キーを車両の近くに置いておくと、定期的に電波を発信し続けて、
激しく電池や車両のバッテリーを消耗する車種があります。電子キー
の保管場所に気をつけましょう。

○電池が切れた場合のドアの解錠方法を、あらかじめ確認しておきましょう。
○エンジンが停止している状態で、何らかの原因で電子キーのボタンが
押されると、たとえ鍵が車内にあってもドアは施錠され、子どもだけ
が車内にいた場合には閉じ込められてしまいます。降車するときは、
必ず鍵を持っているかを確認しましょう。

子どもの周りにある、さまざまな危険をお知らせする

子どもサポート情報     　　

商工観光課（☎33-5638）

第14号

電子キーの乗用車で、　　
子どもが閉じ込められた！
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　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。
相�談�場�所
及　び
相�談�時�間

相談種別
相　　談　　日

相談員※毎週金曜日
３日 10日 17日 24日

串木野高齢者
福祉センター
9：00

～

12：00

生 活・ 福 祉 ○ ○ ○ ○ 心配ごと相談員児 童 相 談
健康・介護相談 ― ○ ― ― 看 護 師
年 金・ 保 険 ○ ― ○ ○ 社会保険労務士交通事故相談
財産・登記相談 ○ ― ○ ○ 司 法 書 士

行 政 書 士
税金・経営相談 ― ○ ― ― 税 理 士

※１
法 律 相 談 ― ○ ― ― 弁 護 士

※2
心の健康相談 ― ― ○ ― 臨床心理士

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 ―
○ ○ ○ ―

※１�『法律相談』を希望される方は社会福祉協議
会（☎ 32-3183）に予約してください。（受
付人員７人）　

※２�『心の健康相談』（眠れない・気分が沈む・落
ち込む・食欲がない・自殺を考えるなどの相談）
を希望される方は、串木野健康増進センター
（☎33-3450）に予約してください。相談時間は、
50分程度です。（受付人員３人）その他の相
談については、当日会場で受付します。

　また、お問い合わせについては社会福祉協議会
へどうぞ。

９月の心配ごと相談
社会福祉協議会（☎32－3183）

　国土交通省では、毎年９月を「船員労働安全衛
生月間」と位置づけ、全国的に船員の災害防止と
安全衛生に対する意識の高揚を図っています。
　本年は、“笑顔待つ　家族に贈ろう　無災害”
をスローガンに本月間中、九州運輸局鹿児島運輸
支局等が船員の労働安全・衛生指導等を実施する
ほか、船員法指定病院の協力を得て、船員の無料
健康相談所を開設します。
●無料健康相談所開設病院　　　
　福崎医院
� （鹿児島市易居町5-29：☎099-225-4655）
　黒川医院
� （鹿児島市南栄5-10-25：☎099-268-2220）
●問合せ　九州運輸局鹿児島運輸支局船員担当
� （☎099-222-5660）

●日　時　９月１日㈬　10：00 ～ 15：00
●場　所　中央公民館　２階小会議室
●相談員　川内年金事務所職員
※�国民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。

　７月５日号のおしらせ版で、垣根等が道路へは
み出さないよう、管理していただくようにお知ら
せしましたところ、さっそく垣根等の枝を剪定し
て頂き快適な歩行空間を作ることができ、ありが
とうございました。
　今後も、通行者が安心して往来できる道づくり
に励みますので、市民のご協力をお願いいたします。

【こんなときには届出が必要です】
　国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のす
べての人が加入しなければなりません。届出は加
入する時だけでなく、被保険者種別が変わったと
きにも必要です。
　もし、届出されなかった場合、年金額が少なく
なったり受け取れない場合もありますので、必ず
届出をしましょう。

※�詳しいことは、川内年金事務所または市役所年
金担当までお問い合わせください。
　　川内年金事務所　　　☎22-5276
　　市民相談係年金担当　☎33-5612

９月は「船員労働安全衛生月間」です
水産港湾課（☎33-5637）

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

垣根等が道路にはみ出していませんか？
土木課（☎21-5151）

ねんきん広報だより
市民課（☎33-5612）

届出が必要
なとき 異動の内容 持参するもの 届出先

20 歳 になっ
たとき
（厚生年金や
共済年金加入
者を除く）

第１号被保
険者となり
ます

・印鑑
（本人自署の
場合は不要）

市民課�
年金窓口

退職したとき
（厚生年金や
共済年金加入
者の場合）

第２号被保
険者から第
１号被保険
者になりま
す（第３号
被保険者に
該当する場
合を除く）

・印鑑
（本人自署の
場合は不要）
・年金手帳

配偶者に扶養
されていた
が、配偶者が
厚生年金、共
済年金を辞め
たとき

第３号被保
険者から第
１号被保険
者へ

・印鑑
（本人自署の
場合は不要）
・年金手帳
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９月の移動図書館車巡回日程
文化振興課（☎21－5113）・指定管理者㈱総合人材センター　��

　移動図書館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（☎33-5655）へお尋ねください。

じゃあ、読もう。

お　く　や　み　（７月届出分）

故　人 年齢 住所または�
公民館 喪　主

濵　﨑　　　篤 70 日 出 町 田代　　泉

久　保　　　功 74 平 　 向 久保マサミ

料　屋　シ　ヅ 88 袴 　 田 料屋　健一

川　﨑　フサヱ 82 堀 川﨑　勝弘

林　　　秀　光 43 島 平 上 林　　　勇

入　江　義　光 82 海 　 瀬 入江ヒサ子

豊　留　　　照 80 河 　 内 豊留　健秀

植　村　篤　義 73 島 　 内 植村ミチ子

福　元　アキエ 83 春 日 町 福元　正雄

松木薗　光　志 86 薩 摩 山 松木薗久子

中　村　義　隆 60 石 川 山 中村いつ子

別　府　宗　義 79 八 　 房 別府　セツ

下　薗　正　幸 61 野 　 元 下薗たかよ

久士目　文　子 61 春 日 町 久士目　博

有　川　芳　治 85 浦 和 町 有川　和子

松　﨑　隅　子 93 ひばりが丘 松﨑　隆昭

田　淵　　　勉 68 中 　 組 田淵　節子

光　瀬　ヨシ子 67 浜 　 中 光瀬　一昭

（届け出人が同意された方を掲載してあります）
※社会福祉協議会へ香典返しにかえて寄付をいただきまし
た方々につきましては、「いちき串木野市社協だより」に
掲載します。

　鹿児島県により、下記のとおり開催されます。
●日　　時　８月27日㈮�18：00～（開場17：30）
●会　　場　薩摩川内市「川内文化ホール」
●問合せ先　鹿児島県企画部地域政策課
　　　　　　資源エネルギー係　☎099-286-2431
※�傍聴希望の方は、当日会場において受け付けます
が、収容人員になり次第、入場を制限いたします。

「原子力発電所について専門家の知見に学ぶ会」の開催
政策課（☎33-5634）

日 コース サービスステーション（予定時刻）

9/7㈫ 1コース

荒川小学校�（13:10～14:00）�
平江公民館東（14:20～14:50）�
浜ヶ城旧南商店隣（15:00～15:20）�
塩田団地（15:30～16:20）

9/1㈬ 2コース

東塩田ＪＡ駐車場（12:40～13:00）�
旭小学校旭幼稚園（13:10～14:20）�
薩摩金山蔵駐車場（14:30～14:50）�
麓八久保公園�（15:00～15:20）

9/2㈭ ３コース

冠岳小学校�（13:10～14:00）�
ウッドタウン集会室前（14:20～
15:00）�
酔之尾西潟山アパート駐車場
� （15:20～15:40）�
ひばりが丘団地�（15:50～16:30）

9/3㈮ 4コース
羽島中学校�（13:10～13:50）�
土川コミュニティセンター
� （14:10～14:40）

9/14㈫ 5コース 羽島小学校�（13:10～14:00）
9/8㈬ 6コース 生福小学校�（13:10～14:00）

9/9㈭ 7コース

川上小学校�（13:10～13:45）�
中組集落センター（13:50～14:10）�
迫公民館�（14:20～14:40）�
川南地区広報研修館（14:50～15:10）�

9/10㈮ 8コース
串木野西中学校�（13:10～13:50）�
浜町市場通り無料駐車場
� （14:00～14:20）

9/17㈮ 9コース
生冠中学校�（13:10～13:50）�
袴田東（14:10～14:30）�
雇用促進住宅�（14:40～15:10）

9/21㈫ 10コース 荒川小学校�（13:10～14:00）

9/23㈭ 15コース
恵比須県営住宅�（14:00～14:20）�
佐保井住宅�（14:30～14:50）�
迫田前県営住宅�（15:00～15:20）

市制施行５周年記念式典について
総務課（☎33-5625）

　本市は、本年 10 月に市制施行５周年を迎えることから、10 月
11 日㈪体育の日にいちき串木野市民文化センターにおいて、記念
式典を行います。
　郷土芸能、市民表彰、記念講演など予定しております。
　詳しい内容は、現在調整中ですので、決まり次第お知らせいた
します。
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かわい
い天使たち

「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。

発行：いちき串木野市役所 政策課
〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1
︵ＴＥＬ︶₀₉₉₆︲₃₂︲₃₁₁₁ ︵ＦＡＸ︶₀₉₉₆︲₃₂︲₃₁₂₄

ﾎｰﾑペｰジ：http//www.city.ichikikushikino.lg.jp/
携帯用:http//www.city.ichikikushikino.lg.jp/i/
E-mail:info@city.ichikikushikino.lg.jp

（６月届出分）

子どもの名前 保護者（連名有り） 住　所

木　下　　　縁
えん

忠・佳名子 寺　村

村　田　花
は

　奈
な

清　美 汐見町

松久保　妃
ひなの

音ちゃん
（御倉町）

優しく元気に育ってね。
父：大輔さん・母：弥生さん

西田　涼
りょうが

賀くん
（新生町）

お姉ちゃんと二人の成長を
楽しみにしてるよ

父：哲雄さん・母：美弥さん

丸尾　愛
あい

花
か
ちゃん

（塩屋町）
生まれてきて、ありがとう。
父：真彦さん・母：文世さん

渡邉　彩
さ

月
つき
ちゃん

（日ノ出町）
４番目の我が家の宝物です。
すくすく大きくな～れ♡
父：順治さん・母：さおりさん

栫　　陸
りく

斗
と
くん

（曙）
パパとママの元に

産まれてきてくれてありがとう
父：尚三さん・母：友香さん

杉元　俊
とし

希
き
くん

（石川山）
元気で明るく☆

お姉ちゃんと仲良くね。
父：俊輔さん・母：由佳さん

出生届の届出期間は、生まれた日か
ら14日以内
※持参するもの
　●出生届（出生証明書）１通
　●母子健康手帳
　●国民健康保険証（加入者のみ）
　●印鑑（届出人のもの︶
　�（届出人が同意された方を掲載し
てあります）
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