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今月号の主な内容
● 省エネと節電にご協力ください
● いちき串木野市の行政改革
● かごしま子育て支援パスポート事業協賛店の紹介
● まちの話題
● おしらせ版
● 市民カレンダー
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　省エネ活動に努め、環境への負担の少ない生活を心
掛けましょう。
　特に今年は夏場や冬場の電力不足も懸念されてい
ます。
　普段の生活を見直し、次に挙げた10の取り組みの
うち、できるものから始めてみましょう。

生活環境課（☎33-5614）

出典：環境省 「身近な地球温暖化対策」

冷房の温度を１℃高く、
暖房の温度を１℃低く設定する１

カーテンを利用して太陽光の入
射を調節したり、クールビズや
ウォームビズを取り入れること
により冷暖房の設定温度を工夫
して過ごしましょう。

年間約33㎏のCO2の削減、
年間で約1,800円の節約

風呂の残り湯を洗濯に使いまわす6

洗濯や庭の水やりのほか、トイ
レの水に使っている人もいます。
残り湯利用のために市販されて
いるポンプを使うと便利です。

年間約17㎏のCO2の削減、
年間で約5,000円の節約

週２日往復８㎞の車の運転をやめる2

通勤や買い物にバスや鉄道、自
転車を利用しましょう。歩いた
り自転車を使うと健康にもいい
ですよ。

年間約185㎏のCO2の削減、
年間で約8,000円の節約

ジャーの保温を止める7

ポットの保温は利用時間が長い
為多くの電気を消費します。ご
飯はレンジで再加熱した方が電
力の消費は少なくなります。

年間約31㎏のCO2の削減、
年間で約2,000円の節約

１日５分間のアイドリングストップを行う3

駐車や長い間停車するときは車
のエンジンを切りましょう。大
気汚染物質の排出削減にも寄与
します。

年間約39㎏のCO2の削減、
年間で約2,000円の節約

家族が同じ部屋で団らんし、
暖房と照明の利用を２割減らす8

家族が別々の部屋で過ごすと暖
房や照明も余計にかかります。

年間約65㎏のCO2の削減、
年間で約4,000円の節約

待機電力を90％削減する4

主電源を切りましょう。長期間使
用しないときはコンセントを抜き
ましょう。また、家電製品の買い
替えの際には待機電力の少ない物
を選ぶようにしましょう。

年間約87㎏のCO2の削減、
年間で約6,000円の節約

買い物袋を持ち歩き、省包装の商品を選ぶ9

トレーやラップは家に帰れば直
ぐゴミになります。買い物袋を
持ち歩けばレジ袋を減らせます。

年間約58㎏のCO2の削減

シャワーを１日１分間家族全員が減らす5

体を洗っているときにお湯を流
したままにしないようにしま
しょう。

年間約65㎏のCO2の削減、
年間で約4,000円の節約

テレビ番組を選び、
１日１時間テレビ利用を減らす10

見たい番組だけを見るようにし
ましょう。見ていないテレビの
つけっ放しをやめましょう。

年間約13㎏のCO2の削減、
年間で約1,000円の節約

省エネと節電に
　　　ご協力ください
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いちき串木野市の行政改革
総務課（☎33-5626）

平成22年度のいちき串木野市の行政改革の成果について公表いたします。
（※効果額は、平成17年度と比較して算出した額です。）

※ その他、50事業に関する事務事業評価の実施、市来居宅介護サービスステーション
慶生会事業の民間移管及び市来保育所の民間移管手続、市民サービスアンケート
を踏まえた接遇改善の取組等を行いました。

※　詳しくは、市ホームページの平成22年度進捗状況報告をご覧ください。

８億7,149万円の効果 !!
★人件費の削減	 5億4,810万円

★物件費削減、繰出金抑制等	 2億2,543万円

★歳入の確保	 9,796万円

・5年間で職員49人、嘱託・臨時職員90人削減
・市長等特別職給料（7〜30％）、職員給料（3〜5％）の削減継続

・消耗品など経常的物件費の削減
・クールビズ等による光熱水費など庁舎管理費の縮減
・高利子起債の借り換えによる特別会計繰出金の抑制

・市税･･･夜間徴収、日曜窓口設置、差押物件公売等の実施
・未利用となっている市有地の売却、貸付

平成18年度 2億 947万円
平成19年度 4億3,403万円
平成20年度 5億3,787万円
平成21年度 7億6,649万円
平成22年度 8億7,149万円
５か年合計 28億1,935万円

【5年間の行革効果額】

平成23年度も行政改革に積極的に取り組みます !!

目標額に対し
110.2％達成 !!
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かごしま子育て支援パスポート事業
協賛店の紹介（Ｈ23.5.31登録分）

福祉課（☎33-5618）・市来庁舎市民課（☎21-5117）

○�子育て支援パスポート事業の市内協賛店を紹介いたします。このパスポートは、
県内の協賛店舗（近隣地域では、鹿児島市、薩摩川内市、日置市等）で共通してご
利用いただけます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
県内すべての協賛店舗は、いちき串木野市ホームページから確認できます。
　【いちき串木野市ホームページ】→【クイックメニュー（子育て）】→【かごしま子育て支援パスポート事業】
○協賛店舗の受付は、随時行っています。
○�このパスポートは、満18歳未満の子どもや妊娠中の方がいる世帯に、随時交付し
ております。

企業・店舗等名称 所在地 電話番号 子育て支援サービス内容
森写真館 御倉町88 32-2464 ・来館されて記念撮影等をされた場合粗品進呈（額付写真1枚）

花の店  リーフ 湊町3051-1 36-3744 ・店内に授乳スペースを設置
モン・シェリー松下 ㈲ 大里5550-1 36-2521 ・店内に授乳スペースを設置　・子どもを対象に職場体験・工場見学の実施

 ㈲浜田興産 湊町3154 36-2331 ・店内に授乳スペースを設置
メガネ技術館　キヨミズ 元町172 32-3727 ・当店メガネ割引券（2,000円割引券）を進呈

 ㈲永里鮮魚店 元町159-1 32-3134 ・ポイント（トロちゃんシール）３倍
 ㈲ミートハシグチ 旭町74 32-3029 ・ポイント（トロちゃんシール）３倍

久徳商店フラワーハウス Q's 旭町73 32-2557 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍

うえの美容室 元町104 32-2945
・料金10％ OFF（但し、着付けや七草等の特別料金の場合は対象外）
・お子様同伴 OK（絵本、ビデオ有）

㈲遊眠館栄光 元町6 32-2228 ・ポイント（トロちゃんシール）2倍
時計、宝飾、メガネ、

補聴器のハットリ
旭町76 32-2870 ・ポイント（トロちゃんシール）2倍

季楽館 大里6166-1 36-5618 ・店内に授乳スペースを設置
小麦粉 春日町180-3 32-1855 ・パン1割引〔乳製品・ジュース・ジャム・別注商品等は除く）

㈲セントラルミルクサービス 栄町4-2 32-2405
・ 母子手帳を持ってご来店された妊娠中の方へ出産されるまで、牛乳を廉価で

宅配いたします。但し、土川・冠岳等一部地域の方については、宅配業務が
対応できない地域がございますので事前に直接ご相談ください。

焼酎蔵薩州濵田屋伝兵衛 湊町3030 36-3131
・店内に授乳スペースを設置
・蔵見学（無料）

㈱ エーコープ鹿児島
 　A コープ大里店

大里3810-5 36-4677
・店内に授乳スペースを設置
・ベビーカーが通れるバリアフリー店舗

のもと文具店 元町175 32-2425 ・10％引き＋ポイント（トロちゃんシール）２倍　（但し、特価品を除く）
㈱タイヨー串木野店 旭町60 32-4689 ・ベビーカーの無料貸出　　　・年２回のベビー用品大会

エメラルド 旭町59 32-8098
・ポイント（トロちゃんシール）2倍
・ポイント（エメラルドポイントカード）2倍

吉国電機 ㈲ 北浜町1 32-2389
・店頭価格よりさらに値引きいたします。
・ご来店時に、お茶かコーヒーのドリンクサービス

メガネのヨネザワ

串木野店
曙町121 33-2090

・ジュニア CLUB（18歳未満・眼科処方箋を持参されてメガネをお作り頂いた方）
　６か月以内の度数変化の場合、無料でレンズ交換（１回のみ）
・キッズ CLUB（小学生以下）　メガネ購入後２年間レンズ保証
　１回目…　レンズ無料交換
　２回目以降…1枚1,575円で交換（但し、レンズの種類により価格が異なります）

カエデ英語教室 上名2846 33-1860 入会金 1,000円引き　　　6,000円 → 5,000円

㈲太陽自動車 下名5092-5 32-1521
・車検入庫時エンジンオイル無料入換えサービス
・車販売時、次回車検までエンジンオイル無料入換えサービス
・車検・鈑金・修理時無料代車サービス

鹿児島相互信用金庫

串木野支店
元町165-1 32-8888

①子育て応援定期積金「ハローキッズ元気積金」の発売
・ 最高３人まで、お子様の人数に応じた金利優遇のメリットを子育て

世代にお付けした定期積金
・ 成約特典としてお子様の写真を表紙にはさんで使える「専用証書ケー

ス」をプレゼント
②「子育てすくすく応援ローン」の開始
・ 最高３人までのお子様の人数に応じて、教育ローン等の金利を優遇

するメリット金利を設定いたします
③  「子育て応援メリット金利」の開始　　　　　　　　　　　　　
・ お子様が２人以上いらっしゃる場合、住宅ローンの店頭表示金利を

0.1％優遇いたします。（当金庫の住宅ローンをご利用になられる方
で、固定金利型をご選択される方）
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企業・店舗等名称 所在地 電話番号 子育て支援サービス内容

亀﨑染工㈲ 旭町156 32-3053
①節句用品（五月幟等）３％引き
②スポーツ少年団用応援幕、応援旗等３％引き   ③染場見学

㈱なべしま 大原町4 33-2989 小学生以下のお子様にジュース１杯無料サービス
薩摩金山蔵  蔵乃仲見世 下名13665 21-2110 多目的トイレあり

薩摩金山蔵  坑道見学 下名13665 21-2110
①３歳未満無料   ②ベビーカーでの見学可
③ベビーカーやお荷物の一時預かり可

薩摩金山蔵
ほたる庵

下名13665 21-2110
①アレルギー対応の「お子様カレー」あり   ②お子様用椅子あり
③クーファンの貸し出しあり    ④トイレにベビーベッド設置

おかずや 元町12 32-2813 全商品一割引（トロちゃんシールも差し上げます）
㈲かみその菓子舗 元町95 32-2207 ・ポイント（トロちゃんシール）2倍

鹿児島信用金庫  市来出張所 湊町1丁目231 36-4341 ・ベビーカーが通れるバリアフリー店舗

原田たたみ店 湊町4丁目23 36-2317
・店内に授乳スペースを設置  ・ベビーカーが通れるバリアフリー店舗
・ミルクのお湯の提供

久木元商店 湊町1丁目287 36-2237
・授乳スペース設置      ・ミルクのお湯の提供
・おむつ交換時の部屋及びトイレの使用可

田﨑石油 大里3233-4 36-2088 ・バリアフリー店舗   ・店内に授乳スペースあり　・ミルク用お湯あり

柳園急便 湊町2807-1 21-5400
・発送がある時は、集荷に伺います。　さらに、発送料を100円引きします。
・発送事務手続中には、お子様の見守りをします。
・ミルクのお湯を提供できます

おたふく市来店 湊町1丁目333 36-5991
・店内に授乳スペースを設置   ・子ども向けの絵本も置いてあります
・ バリアフリー店舗です  ・お湯の提供できます　・子育ての方に優先

席を提供できます

いちごハウス木場 大里648 36-5115
・いちご狩りの体験活動　　・授乳スペースを設置（お湯の提供）
・子どもと小動物（山羊）とのふれあいコーナー

みよしラーメン 大里5642-1 36-4738
・来店されたお子様にアメをプレゼントします。
・店内に授乳スペースがあります。お湯の提供もします。
・子ども連れ家族には優先して、座席を提供します。

市来えびす市場 湊町１丁目99 21-5082 ・バリアフリー店舗です　　・授乳用のお湯を提供します
榎木鮮魚店 湊町3丁目33 36-2524 ・バリアフリー店舗です　　・授乳場所とお湯の提供ができます

てっちゃんそば 湊町3丁目4 36-4752
・ミルクのお湯の提供      ・子育ての親には優先席を提供します。
・幼児向け絵本用意

ホワイトクリーニング
元町通り店

元町112 32-3012
・ポイント（トロちゃんシール）2倍
・毎月２日と20日は、ポイント（トロちゃんシール）３倍

大山製パン 元町203 32-2872 ・ポイント（トロちゃんシール）3倍

吉信園 元町107 32-4055
・ポイント（トロちゃんシール）2倍
・1,000円以上お買上の方に、お茶飴１袋をプレゼント

リトルハイツ 上名1920-1 32-7438 家賃１か月あたり1,000円割引き（１年間のみ）

㈲中央オートサービス 桜町５ 32-2417

・エンジンオイル半額（取替無料）   ・車検・鈑金塗装・修理時に代車無料
・代車へのチャイルドシートのせ替無料サービス      ・合かぎの消費税サービス
・車検・鈑金塗装・販売等の見積り無料    ・チャイルドシート（１か月間）無料貸出
・積立傷害・交通傷害保険加入時特典有　等

公文式

串木野桜町教室
桜町38-2 32-0471

① 歌と読み聞かせを通じての親子のふれあいを応援する場「こそだてちえぶく
ろ」にご参加いただけます。この「こそだてちえぶくろ」は、無料の３回シリー
ズで実施の予定です。

◎「こそだてちえぶくろ」の実施日時（予定）は、教室までお問い合わせください。
② 読み聞かせが楽しくなる『えほんだいすき～よみきかせガイド～』を希望の方

に無料でご提供します。

公文式

串木野照島教室
下名7075-1 080-5603-1647

公文式 市来教室
大里3810-5

（A コープ大里店２階）
090-8663-7251

読み聞かせが楽しくなる『えほんだいすき～よみきかせガイド～』を希
望の方に無料でご提供します。

㈱田中写真館 栄町176 32-2022 ・学生証明写真割引有　・写真１カットプレゼント（特製フレーム付）

鹿児島銀行串木野支店 旭町56 32-2121
① かぎんマイカーローン    ② かぎん暮らしのローン　ほっとプラン
③ かぎん教育ローン           ④ かぎんリフォームローン
上記①～④において、扶養家族（子）のいる方に、扶養家族（子）一人あ
たり、0.1％（最大0.3%）の金利優遇を行います。（平成20年10月15日新
規受付分より）

鹿児島銀行市来支店 大里3939 36-5050

タイヤガーデン
Ｒ３鹿児島

下名13300 33-0777
・お子様にジュース、お菓子をサービス。     ・キッズルーム完備。
・タイヤをお買い上げのお客様は５％割引します。
・オイル交換を普通車￥1,680、軽自動車￥1,260でご提供します。

佐々原茶舗 旭町102 32-3900 ・ポイント（トロちゃんシール）2倍

フタバ美容室 曙町148 32-2736
①パーマ、カット、カラーリングはトロちゃんシール５倍
②貸衣装、着付け（七草、成人式、留袖）は料金20％ off
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社会教育課（☎21-5128）

いちき串木野市青少年健全育成市民会議活動方針

　青少年を取り巻く社会情勢や生活環境は複雑かつ多様化し、全国的には青少年の問題行動は凶悪化、低年齢化

している。このことは大人社会の反映とも言われ、誠に憂慮すべき状況である。

　本市青少年健全育成市民会議では関係機関・団体と連携して、社会環境の浄化活動を進めるとともに、家庭で

の親の生き方や地域での大人のあり方を見直し、｢ 地域の青少年は地域で育てる ｣という風土をさらに醸成する

ことを目標に、次の３つの柱を基本に活動を行うものとする。

　⑴�　家庭教育は青少年育成の基盤であり、家庭における基本的生活習慣の形成や親子のふれあい活動を推進
する。

　⑵　青少年が自己の確立をめざすために、自ら考え、判断し、行動する主体的な活動を推進する。
　⑶　家庭、学校、地域社会、または関係機関・団体が連携し、それぞれの役割を果たす事業を推進する。

　⑴　市内における青少年健全育成活動の推進

　⑵　「郷土に学び・育む青少年運動」の推進

　　　平成23年 ７月 １日 ～  ８月31日　･･････････ 夏

　　　平成23年11月１日 ～  11月30日　･･････････ 強調月間

　　　平成24年 ３月11日 ～  ４月10日 　･･････････ 春　

　⑶　「青少年育成の日」の啓発（毎月第３土曜日）

　⑷　「家庭の日」の啓発（毎月第３日曜日）

　上記活動方針に基づき３部会でテーマに沿って協議し、次のような意見がでました。

平成23年度  

青少年健全育成の柱

＜環境浄化部会＞
「地域ぐるみでの安心・安全

な環境づくりを本市でどのよ

うに推進していけばよいか。」

・�不審者や声かけ事案が本市で
も発生しており、登下校途中
の子どもたちを守るために、
通学路近くの方々に協力して
もらい「子ども110番の家」を
お願いしている。
・�市来地域で学生保護者会を結
成し、夜間巡視を中心に51
年目になる活動を推進してい
る。
・�地域ぐるみでの安全・安心な
環境づくりが今後も必要であ
る。

＜家庭教育部会＞
「家庭の教育力の向上につい

て、本市でどのような取り組

みを推進すればよいか。」

・�地域活動、学校行事、ＰＴＡ
等に親同士が誘い合って参加
することで、地域で孤立しが
ちな家庭を支援するととも
に、そのような場を学習の場
と捉え、家庭の教育力の向上
に生かす。
・�子ども会活動は、部活や少年
団等の活動をしている子ども
たちも参加しやすいように時
間帯等を工夫するとともに、
行事において子ども達に役割
を持たせる。

＜青少年教育部会＞
「本市の未来を担う青少年を

健全に育成するための地域ぐ

るみの取り組みを今後どのよ

うに推進していけばよいか。」

・�携帯電話のメリット、デメリッ
トを親自身がもっと学習する
必要がある。
・�いろいろな活動に父親の参加
が少ないが、特に野外活動を
する場合、父親の協力が必要
である。子どもたちの体験活
動の場を広げるためにも、父
親の積極的な参加が望まれ
る。

活動方針

主な事業
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串木野健康増進センター（☎33-3450）

地域で健康なまちづくりをすすめましょう（健康意識編）

〜みんな笑顔で元気なまちをめざして〜 シリーズ㉖

いちき串木野市は平成21年度から県のモデル事業で医療費分析を行いました。
そこで見えてきた対策の一つとして「健診未受診者対策」があります。
過去のデータをみてみると定期健診を受診せずに重症化する事例が多く見られることがわかりました。
次のグラフをみてください。

　このように３年連続健診未受診者や２年に１回健診を受けるという健診受診不安定者は、生活習慣病が重
症化して医療費も高くなる傾向にあります。まずは年に１回健診を受けることが大切です。
　皆さんは、年に1回の定期健診を受けていますか？
　平成20年度から保険者に義務づけとなった特定健診も平成23年度で４年目になります。

　いちき串木野市の受診率の推移は下の表のとおりです。

　いちき串木野市では、特定健診受診率アップ大作戦と題して　平成21年度より次の取り組みを行っています。

①特定健診受診強化月間プラン・・・・�７月を特定健診ＰＲ月間、10月を特定健診強化月間とし、受診
勧奨や健診ＰＲを行う。

②キャッチフレーズＰＲプラン・・・・�特定健診受診ＰＲのためのキャッチフレーズを募集して、のぼ
り旗の作成や広報紙等でのＰＲを行う。

③健診アピール隊活躍プラン・・・・・特定健診の必要性のＰＲ
�　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昨年度は20代30代の方へ特定健診を体験してもらいました。）
④健診で幸せゲットプラン・・・・・・特定健診受診者に協力店での特典サービス
　　　　　　　　　　　　　　　　　�　�（特典カードで協力店からの割引サービスやとろちゃんシール

２倍などの特典を受けることができるプラン）

　平成23年度は、特定健診未受診者の訪問も実施しています。特定健診は現在治療中の方も受けていただ
きたい健診です。健診を受けることは、豊かな人生を送るひとつの手段です。
　家庭や地域で健診の大切さを話してみませんか？　

　７月は、特定健診ＰＲ月間です。特定健診の申し込みはもうお済みでしょうか。
　申し込みがまだの方は健康増進課保険給付係（☎33-5613）までお問い合わせください。

 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24

目 標 受 診 率 25％ 35％ 45％ 55％ 65％

特定健診受診率 36.6％ 33.3％
33.0％

（集計中）
− −

H16.5

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000 1,592

2.02倍

2.52倍

2.33倍

3,213
3,666

9,222

6,425

14,986

0

一人あたり生活習慣病医療費の推移

3年連続健診受診者 3年連続健診未受診者

H20年度生活習慣病重症化

健診受診不安定者

円 H17.5 H18.5 H19.5 H20.5

1,882名

H16-18
3年連続未受診者

（生活習慣病治療なし）

19,434,710円

心血管疾患
22名

人工透析
4,698,200円

慢性腎不全
1名

要介護状態
27,696,910円

脳血管疾患
31名

『大事な健診「あとで」と言わず「今すぐに」』 ～特定健診キャッチフレーズ優秀作品より～
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男女共同参画ってなぁ～に？⑥
～セクシュアルハラスメント～  政策課（☎33-5672）

平成 19年４月１日改正男女雇用機会均等法の施行により職場におけるセクシュアルハラ
スメントについて必要な措置を講ずることが事業主の義務となっています。

　＜セクシュアルハラスメントになり得る言動＞

　【性的な内容の発言】
　　　ア　性的な関係を強要すること。

　　　イ　身体的特徴や容姿の良し悪しなどを話題にすること。

　　　ウ　性的な冗談を交わすこと。

　　　エ　性的な経験や性生活について質問すること。

　　　オ　性的な噂を立てたり、性的なからかいの対象とすること。

　【性的な行動】
　　　ア�　性的な写真や記事が載っている雑誌等を広げて読んだり、パソコンの画面に卑わい

な写真を映し出したりすること。

　　　イ　体を執拗に眺めること。

　　　ウ　食事やデートに執拗に誘うこと。

　　　エ　性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙や電子メールを送ること。

　　　オ　体に不必要に接触すること。

　　　カ　トイレや更衣室等を覗くこと。

　　　キ　カラオケでのデュエットを強要すること。

　【性別により差別するもの】
　　　ア　「男のくせに」「女のくせに」等の発言をすること。

　　　イ�　「男の子、女の子」「おまえ、僕、坊や、お嬢さん」「おじさん、おばさん」「じじい、ば

ばあ」等と他人を失礼な呼び方で呼ぶこと。

　　　ウ　不必要に、語頭に「男の、女の」等性別を付けること。

　　　エ　体調が悪そうな女性に「今日は生理日か」「もう更年期か」等ということ。

　　　オ　酒席等において、女性の座席を男性の隣に指定したり、お酌やダンスを強要すること。

　　　カ　性別による役割分担を課すこと。

男性も女性も、“被害者”にも“加害者”にもなり得ます
　セクシュアルハラスメントとは、相手の意に反して性的な言動を言い、相手に不利益を与えたり、
または相手を不快にさせたりすることをいいます。

▲人権の花
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№3

みんなで取り組みましょう！！ ｢食のまち　いちき串木野」

平成23年3月に策定しました基本計画の各取組項目の内容についてお知らせします。

３基本的施策【教育及び伝承】①施策の方向【食に関する指導】
3－①－1 【取組項目】学校･家庭･地区等での学習機会の提供 推進ｽｹｼﾞｭｰﾙ
取組主体 取　　組　　内　　容 短 中 長

市

・�学校においては、いちき串木野の特色を生かした食に関する全体計画を作成し、
食の大切さや農業、漁業の大切さについて、体験を通した授業を実施する。
・�「わたしの学校」事業をもとに食に関する児童・生徒の体験的な教育についての
地元による支援を働きかける。
・�家庭への啓発について、孤食の弊害や朝食の重要性など家庭教育学級等での学
習機会の提供をＰＴＡと連携を図りながら進める。
・�各種講座（親子料理教室等）を通して、地場産物を活用した食文化の学習など、
食に関する学習機会の充実を図る。
・�各地区婦人会と連携し、母親学級や乳幼児学級の中で食に関する学習機会の提
供を図る。

市民 ・食に関する学校教育活動への人材派遣に努める。
・学校や地域等で開催される各種講座等へ積極的な参加に努める。

事業者 ・学校や地域等で開催される各種講座等への人材派遣に努める。

政策課（☎33-5628）

　　市　：市役所（行政）をいいます。
　市　民：市内に住所がある方、公民館や市民活動団体等の団体、本市を訪れている観光客等をいいます。
　事業者：農林漁業者、食品関連事業者、教育・社会福祉等、食に関連する個人や団体をいいます。
　推進スケジュール：「短」平成23年度～25年度、「中」平成23年度～28年度、「長」平成23年度～32年度をいいます。

串木野健康増進センター（☎33-3450）

　いちき串木野市では、食育推進の一環として、おむすびプロジェクトを実施しています。
　これは、おむすびを通して望ましい食習慣の確立に向けた啓発や食文化の継承、米食の普及を図るもの
です。
　朝食を食べていない方は、まずは、おむすび1個からでも始めてみましょう !
　また、子どものおやつやお弁当などにも取り入れると楽しいですね。　
　今回は常備菜を使った簡単おむすびレシピをご紹介します。

 ≪ちりめんじゃこの佃煮入りおむすび≫
（材料６個分）
　　　・ひじき（乾燥）…５ｇ　　・ちりめんじゃこ…10ｇ　　  　 ・塩昆布…５ｇ
　　　・Ａ（ざらめ…小さじ１　　しょうゆ…小さじ１　　酢…小さじ１　　みりん…小さじ１）
　　　・白ごま…小さじ１　　   ・削りかつお…１パック（３ｇ）　・あたたかいご飯…600ｇ　
（作り方）
　①　ひじきは水で戻し、ちりめんじゃこは熱湯をさっとかける。
　②　鍋に①のちりめんじゃこ、水気をきったひじき、塩昆布とＡの調味料を入れて中火にかけて煮る。
　③　②の汁気がなくなってきたら、ごまとかつお節を混ぜる。
　④　③をあたたかいご飯に混ぜて、好みの形ににぎる。

※小魚や海草を使った常備菜を作りおくと重宝します。
※ いちき串木野市食生活改善推進員が「おむすびレシピ」を作成しておりますので、ご活用ください。
　（串木野健康増進センターで配布しています。または市のホームページをご覧ください。）

おむすびプロジェクト inいちき串木野
〜あなたのおうちのおむすびは、どんな形 ?〜
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土地開発公社（☎33-5656）

いちき串木野市市来  小
� こじょう

城団地
好評分譲中！！
　販売区画数20区画
1区画当り価格
　約510万円～780万円
1区画当り面積
　約70坪～103坪
ちなみに、１坪当り価格は
　約7.1万円～7.8万円です。

大里川

国道3号

市来郵便局

市来バイパス

小 城 団 地 位 置 図
至 串木野インター

南九州西回り自動車道

JR市来駅

至 鹿児島

温泉センター
吹上浜荘

GS

JR鹿児島本線

至 串木野 市
来
農
芸

高
校

国
道
２
７
０
号

至 

南
さ
つ
ま市来小・中学校

市来幼稚園

市来海岸

至 鹿児島中央

文 文

至市来インター

N

市役所
市来庁舎

  GS
アクアホール

小城団地

済

済

済
済

済
済

済
済
済
済
済 済

済
済

済

済
公園民有地 済

済
済
済

済
済

済
済

済
済
済

済

済済
１

3 4

8
9 13

14
19

20

35

34

36 41
40 43

44
45

21
25
26

県道郷戸・市来線

中　道　
迫　線

※�ただし、市の定住促進補助制度に
より、最高２１８万円が補助され
ます。

・住宅建築補助金�　最高�50万円
・定 住 奨 励 金 �最高�90万円
・土地購入補助金� 最高�78万円

・所　在　地
・地  　　　目
・用途地域等
・設  　　　備
・交  　　　通
・公  共  施  設

いちき串木野市湊町字堂ノ前1881番地
宅地
都市計画区域内、無指定地域、建ぺい率70％、容積率400％
市簡易水道（宅地内へ引込み済み、権利金は個人負担）
いわさきバスネットワーク・市来国民宿舎前バス停まで徒歩約10分
西回り自動車道市来インターまで約3.9ｋｍ・市来インターから鹿児島西インターまで約18分
ＪＲ市来駅まで約1.6ｋｍ・市来駅から鹿児島中央駅まで電車で約28分
いちき串木野市役所　市来庁舎まで約800ｍ
市来小学校・中学校・幼稚園まで約1.1ｋｍ

物件の概要

※詳しい内容については、いちき串木野市土地開発公社まで、お気軽にお問い合わせください。
☎33-5656（直通）�・�FAX32-3124

重��要

分譲団地情報！第２弾
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共生・協働のまちづくり 自治振興課（☎33-5632）

シリーズ⑥

行政からの支援
人的支援（地区担当職員制度）
　「共生・協働のまちづくり」を推進するためには、地域住民の皆さんと行政の相互理解と信頼関係
を深めることが大事です。
　地区の自主的・自立的なまちづくりを支援するため、各地区４人ずつ市職員を兼務により「地区
担当職員」として任命しています。
　普段は、市役所で勤務しながら、土日や平日夜間を中心に地区での会議に出席し、まちづくり協
議会の設立に向けたサポートを行っています。
地区担当職員の役割
　　○共生・協働のまちづくりの趣旨、内容等の地区役員・住民への説明�
　　○まちづくり協議会設置に向けた支援
　　○地区まちづくり計画作成等に向けた支援�
　　○地区の問題解決に向けて必要な情報提供、指導、助言�
　　○市の政策、計画に関する情報提供、住民意向の把握�

  財政的支援
　まちづくり協議会への補助金

現在の取組状況
　野平地区で５月28日（土）にまちづくり協

議会設立準備委員会が設置されました。

　今後、まちづくり協議会設立に向けて話

し合いを重ねていく予定です。

時期 補助金額 内容 対象経費
①�準備会を設置した
とき

１地区10万円
協議会の設立経費

（１回のみ）
先進地研修、講師謝金

②�まちづくり協議会
を設置したとき

世帯数に応じて１地区
年10万円～25万円

協議会運営補助（毎年）
スポーツ大会、敬老会等の開催

費用など

１地区60万円（年）
（※）嘱託員設置補助（３
年限度）

嘱託員賃金

③�まちづくり計画を
作るとき

１地区20万円 計画作成経費（１回のみ） 講師謝金、印刷費、研修費など

④�計画の事業を実施
するとき

１地区30万円
ソフト事業（毎年度）

（同一事業は3年限度）
防犯パトロール用品やスポーツ

用品など

１地区100万円
（補助率9/10）

ハード事業（毎年度）
生活道路の整備補修や農産物販

売所の設置など

⑤計画を見直すとき １地区５万円 ５年に１度 講師謝金、印刷費、研修費など

　（※）嘱託員の補助は、交流センターに管理人が常駐している冠岳、生福、旭、荒川、照島は除く。



話題

スポーツ合宿招待ツアー開催

　

　

　６月４日から５日にかけて、福岡地区の大学を対象
としたスポーツ合宿招待ツアーが開催され、市多目的
グラウンドの視察のほか、県内の主な運動施設や宿泊
施設の視察が行われました。
　シーサイドガーデンさのさでは交流会が開催され、
市長による歓迎のあいさつや施設の紹介等本市の PR
を行いました。また、ご当地グルメのまぐろラーメン
などが振る舞われ、大学生から好評を得ていました。
このツアーに参加された団体から早速申込みがあり、
８月に２泊３日で29人が合宿する予定です。
　今後も機会を捉え、合宿誘致に向けて取り組んでま
いります。

いちき串木野市陸上競技選手権大会

　６月４日、多目的グラウンドで第６回いちき串木野
市陸上競技選手権大会が行われました。大会には、市
内の小学生を中心に183人の出場があり、日頃の練習
の成果を発揮しました。結果は次のとおりです。

【敬称略】
●100m走
（小学生の部）
　１年男子　西村南那斗　（生福陸上）21秒76
　　　女子　鍜治屋朋華　（生福陸上）21秒88
　２年男子　大竹　晃生　（生福陸上）18秒12
　　　女子　赤﨑　　舞　（生福陸上）21秒06
　３年男子　岡田　天臣　（串西陸上）17秒23
　　　女子　火野坂実結　（羽島陸上）17秒89
　４年男子　祐下　芳輝　（串西陸上）16秒12
　　　女子　山﨑　千聖　（照 島 小）15秒92
　５年男子　松崎　真紀　（羽島陸上）15秒62
　　　女子　野元　咲希　（生福陸上）15秒70
　６年男子　中村　成吾　（串西陸上）15秒52
　　　女子　植村　友美　（照 島 小）14秒03
（中学生の部）
　　　男子　白石　侑也　（串西陸上）12秒81
　　　女子　宇都　彩乃　（生 冠 中）　15秒01
（高校生の部）
　　　女子　中須たまみ　（串木野高）15秒54
●800ｍ走
（小学生の部）
　４年男子　上野　瑠也　（羽島陸上）２分58秒
　　　女子　屋久　紅葉　（生福陸上）３分13秒
　５年男子　中薗　映児　（串西陸上）２分39秒
　　　女子　上夷　南緒　（生福陸上）３分02秒
　６年男子　屋久　　楓　（生福陸上）２分44秒
　　　女子　木場　玲奈　（羽島陸上）３分11秒
（中学生の部）
　　　女子　宇都　彩乃　（生 冠 中）２分46秒
●2000ｍ走
　中学男子　宇都　裕矢　（生 冠 中）６分39秒
　高校男子　竹之内　希　（串木野高）６分57秒
●走り幅跳び
　小学男子　祐下　芳輝　（串西陸上）３m48cm
　小学女子　岡田　菜野　（串西陸上）２m97cm
　中学男子　白石　侑也　（串西陸上）４m70cm
●走り高跳び
　小学男子　浜田　紘夢　（串西陸上）１m05cm
　小学女子　別府　桃子　（串西陸上）１m00cm
●砲丸投げ
　一般男子　森永　賢二　（浜 ヶ 城） 10m76cm　
●400ｍリレー
　小学男子　串西陸上Ａ　１分04秒６
　小学女子　羽島陸上　　１分06秒１    
　中学女子　生冠中Ａ　　１分02秒３
●800ｍリレー
　中学男子　生冠中Ａ　　１分54秒２

まちの
いちき串木野市管工事組合が奉仕作業

　

　６月３日、市内の管工事組合（組合員12社）が、観
音ヶ池配水地や小ヶ倉水源地などの草払いを行い
ました。
　これは６月１日から７日までの「全国水道週間」に
合わせたボランティア作業で、市民の皆さんへおい
しい水を届けるための水道施設を対象に、平成９年
から行なっています。ありがとうございました。
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話題まちの

鹿児島県高校総合体育大会 剣道大会
ベスト８の坂下耕一郎選手 表敬訪問

　
　６月９日、第59回鹿児島県高校総合体育大会剣道
大会に出場した串木野高校２年の坂下耕一郎選手（日
出町：左から2人目）が表敬訪問しました。
　坂下選手は、同大会男子個人の部をノーシードで出
場しましたが、シード選手を破るなどして見事ベスト
８に入り、それにより７月８日から宮崎県で開催され
た九州大会に出場しました。
　坂下選手のますますの活躍が期待されます。

青少年のための
芸術鑑賞事業を開催

　

　
　６月13日、串木野西中学校体育館で「バレエへ
の招待」と題して、バレエの鑑賞会が開催されま
した。
　串木野西中学校の生徒や地域の方々も多く来館
し、バレエのすばらしい公演に見入っていました。

国際交流員 馮金瑞老師
来日10周年記念式典開催

　

　６月５日、いちきアクアホールで馮金瑞（フォン・
ジィンリィ）老師来日10周年記念事業ならびに串木野
太極拳連盟上海倶楽部の発表会が開催されました。
　馮金瑞老師は中国との交流や東洋医学の高まりか
ら、平成13年８月に旧串木野市がスポーツ国際交流員
として招聘され、２年間市民の方々の健康づくりのた
め、市民の方々や市民体育大会等の行事にも積極的
に出向き、太極拳等の普及活動に努められました。
　２年間の任期を終えられ帰国されましたが、指導を
受けた市民の方々が串木野太極拳連盟上海倶楽部を
立ち上げられ、現在では100人ほどで活動を続けられ
ています。
　今回の10周年記念事業では、記念式典や発表会な
どが行われ、馮金瑞老師他４人の指導員と市民の方々
が再び太極拳を通じて交流を図りました。

いちき串木野市高齢者クラブ連合会が
環境保全活動優秀団体として表彰

　

　６月７日、かごしま県民交流センターで地球
環境を守るかごしま県民運動推進会議が行われ、
平成23年度環境保全活動優秀団体の一つとし
て、いちき串木野市高齢者クラブ連合会が表彰
されました。
　いちき串木野市高齢者クラブ連合会は、毎年

『社会奉仕の日（９月20日）』を中心に公園や植込
み等の除草、通学路や海岸のごみ拾いなど地域
の環境美化に積極的に取り組んでおり、昨年度
の『社会奉仕の日』の活動には、49単位クラブで
約1,000人の会員が美化活動や清掃活動等に取
り組みました。
　このような永年の活動が評価され、今回の表彰
となりました。おめでとうございます。
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話題まちの
ガルどんのダゴ流し

　
　６月17日、串木野新港大橋のたもとで、「ガルどん
のダゴ流し」が行われ、市口公民館の子どもなどが
参加しました。
　「ガルどんのダゴ流し」は、毎年、旧暦の５月16日
の水神さまをまつる日に、ガルどん（かっぱ）の好物
であるダゴ（団子）をお供えして、子どもの水難事故
防止を願う伝統行事です。
　子どもたちは、わらで巻いて棒状にした約40㎝の

「ワラット」を持ち寄り、水難事故に遭わないように
祈りを込め、元気な掛け声に合わせて川へ投げ込み
ました。

暴力団等排除措置要綱に
基づく運用協定書調印式

　
　６月28日、いちき串木野市建設工事等暴力団等排
除措置要綱に基づく運用協定書の調印式が行われま
した。
　今回、市といちき串木野警察署の間でこの協定書
を締結したことにより、暴力団の影響下にある企業
の公共工事からの排除につながるほか、地域におけ
る暴力団等排除へ向けた機運の高まりが期待されま
す。

鹿児島県青少年育成県民会議表彰
　

　６月２日、県青少年会館で開催された鹿児島県青
少年育成県民会議総会において、長年にわたって青
少年及び青少年団体等の指導育成に携わり、顕著な
成果を挙げた功績により、松嵜幹夫さん（羽島）と大
平良徳さん（冠岳）が表彰されました。
  おめでとうございます。

複式・小規模４校集合学習開催

　

　６月29日、川上小学校で市内の複式・小規模４校
（旭小・荒川小・川上小・冠岳小）が集まり、日頃は
複式学級や少人数で学んでいる児童たちが、学年ご
との学習や交流を行いました。
　いつもより多い人数に緊張している児童もいまし
たが、だんだん慣れてきて、楽しそうに交流する姿
が見られるようになり、その後は楽しく話しながら
お弁当を食べたり、大人数でスポーツをしたりと、
児童たちにとってすばらしい経験となりました。
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　結核の早期発見を目的としたレントゲン間接撮影
を次の日程で実施します。
　最近結核を軽視する傾向がありますが、医療の進
んだ現在でも、どの国も安全とは言えず、結核の脅
威を見過ごすことはできない状況にあります。特に
高齢者の結核の罹患者は減少しておりません。
　また、肺がんや心臓病の早期発見のためにも毎年
１回は必ず受診しましょう。【どの会場でも受診でき
ます】
●対象者　65歳以上
　　　　　（昭和22年４月１日までに生まれた方）
●その他　�上の衣服・肌着は、ボタン・金具・カラー

ペイントのないものを着用し、ネックレ
ス・磁気ばんそうこう等は外してきてく
ださい。

※�ただし、病院等で受診済・結核で治療中・肺がん
検診受診者は除きます。　一括申込の時に「受診
しない」とされた方には、受診票は配布されてお
りません。希望者は、直接会場にお越しください。

※�串木野地区は11月末から12月初旬を予定してい
ます。

◎肺がん検診のお勧め
【40歳以上の方が対象になります】
　結核レントゲン間接撮影は、結核の専門医が１
人で読影するのに対し、40歳以上を対象に行う肺
がん検診は、
①２人以上の医師による二重読影、②過去のフィ
ルムとの比較読影、③喀痰細胞診（必要な方のみ）
を行い、結核検診も兼ねているのでより精密に肺
の検査をする事が出来ます。
　申し込みをされていない方で受診を希望される
方は、早めに串木野健康増進センターまでご連絡
ください。
※�平成23年度の肺がん検診は、８月16日～８月18
日、10月20日～10月28日の予定です。

おしらせ版おしらせ版

　現在使用されている国民健康保険証の有効期限
は、７月31日までとなっています。８月１日以降は、
新しい保険証でないと診療は受けられませんので、
ご注意ください。
　現在、各会場（公民館や地区交流センター等）で、
国民健康保険についての説明会と保険証切り替えを
行っています。日程（広報いちき串木野６月20号掲
載）を確認のうえ、必ず切り替えてください。
●切り替えに必要なもの
①�現在使用されている保険証（遠隔地等にある保険
証　・㊫も切り替えます）
②�印鑑（代理で切り替えをされるときは、代理人の
印鑑）※スタンプ印不可
※�㊫保険証の切り替えには、在学証明書が必要で
す。

●同時切り替え
　今回は、次の切り替えも同時に行います。お持ち
の方は保険証と世帯主の印鑑をご持参ください。
・国民健康保険限度額適用認定証（橙色）
・�国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
（はだ色）
・国民健康保険特定疾病療養受療証（白色）
　※国民健康保険被保険者のみ

　高齢者に関する総合的な支援を行います。お気軽
にご連絡、ご相談ください。
介護や健康の事　・要介護認定の申請を頼みたい�
　　　　　　　� �・介護サービス、介護予防事業を
������������������������� ������受けたい
　　　　　　　����・認知症の方の対応について
権 利 を 守 る 事　・通帳管理等に自信がなくなった
　　　　　　　　・悪質な訪問販売の被害にあった
　　　　　　　　・虐待にあっている人がいる
　　　　　　　　・虐待をしてしまう
さまざまな相談事　�・近所の一人暮らし高齢者が心配
　　　　　　　　・介護サービスに満足がいかない
　　　　　　　　・施設、病院退院後の介護につい
　　　　　　　　��て心配
上記以外に関する相談も受け付けています。
●問合せ　いちき串木野市地域包括支援センター
　　　　　いちき串木野市湊町１丁目１　　　　　��
　　　　　（市役所市来庁舎内）☎21-5172

国民健康保険証の切り替えは済まれましたか

健康増進課（☎33-5613）・市来庁舎市民課（☎21-5117）

地域包括支援センターについて

健康増進課（☎21-5172）

遠

結核レントゲン間接撮影（市来地区）のお知らせ

串木野健康増進センター（☎33-3450）

月　日 時　　間 会　　場

８月19日
（金）

�9：00～�9：10 市 来 体 育 館

�9：20～�9：35 川 南 交 流 セ ン タ ー

�9：45～10：00 島 内 公 民 館

10：10～10：25 川 北 交 流 セ ン タ ー

10：40～10：55 池 ノ 原 公 民 館

11：10～11：20 平 向 公 民 館

13：00～13：15 市 来 保 健 セ ン タ ー

13：25～13：35 迫 公 民 館

13：50～14：05 旧 川 上 地 域 館

14：20～14：30 中 ノ 平 後 公 民 館
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７月の市税・保険料納期

税務課（☎33-5682）

　固　定　資　産　税　　第２期
　後期高齢者医療保険料　　第１期

８月１日

納税を　納めて築こう　明るい未来
（平成 22年度「税に関する作品」より）

　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。

　「健康増進計画の中間評価を行うための生活習慣
実態調査」を市内在住の20歳以上の男女2,400人を
対象に８月上旬に実施します。
　この調査は、平成18年度に策定した「いちき串木
野市健康増進計画」の中間評価をするための基礎資
料となるもので、市民の皆さんの生活習慣等につい
てお伺いするものです。
　回答は無記名で、すべて統計的に処理し、記入さ
れた内容について目的外に使用したり、他にもらし
たりすることはありませんので、ありのままに記入
してください。
　また、調査票の配布回収については、行政嘱託員
がお伺いしますので、ご協力方よろしくお願いいた
します。

「健康増進計画の中間評価を行うための
生活習慣実態調査」を実施します

串木野健康増進センター（☎33-3450）◆熱中症とは
　�　高温・高熱にさらされたり、激しい運動などを
行ったときにみられるさまざまな体の不調です。
　�　脈が早くなる、手足のけいれん、めまいなどに
はじまり、重症例では意識障害やショックなどが
みられ、場合によっては死に至ることもあります。
　子どもや高齢者については注意して見守るよう
にしましょう。
　�　高血圧、心臓病、糖尿病などの病気のある人や
体調がよくないときなどは、特に注意が必要です。

◆予防対策
　○暑い中での無理な運動はさける
　○水分を十分に補給する
　　（就寝前を含めてこまめに）
　○通気性のよい服装にする
　○帽子、日傘などで頭部を保護する
　○体調を整える

◆応急処置
　○風通しのよい涼しい場所に移す
　○体を冷やす
　○水分を補給する
　※�症状が改善しないときには、すみやかに医療機
関を受診しましょう。

※�節電を意識するあまり、熱中症予防を忘れない
ように注意してください。　　　　　　　　　
気温が高い日や湿度の高い日には、決して無理
な節電はせず、適度に扇風機やエアコンを使用
するようにしましょう。

熱中症を防ごう！

串木野健康増進センター（☎33-3450）

女性特有のがん検診推進事業（子宮頸がん・乳がん無料検診）について

串木野健康増進センター（☎33-3450）

　女性特有のがん検診における受診促進とがんの早期発見・早期治療を図るため「女性特有のがん検診推進
事業（子宮頸がん・乳がん無料検診）」を６月に次の対象者の方に「無料クーポン券」と「検診手帳」を配
布し、無料検診を実施しています。この機会に受診されることをお勧めします。
◆対象者は、平成23年４月20日現在いちき串木野市に住民登録をしている方で、次の年齢の方です。
◆対象年齢は、平成23年４月１日現在です。
◆ 下記の対象年齢の方で４月21日以降に転入された方で受診希望の方は、串木野健康増進センターまでご連

絡ください。

※市では、電話による問診等は実施していません。不審な電話にご注意ください。
　詳しくは、串木野健康増進センターまでお問い合わせください。

子 宮 頸 が ん 検 診 乳 が ん 検 診

対 象 者

前年度の年齢 生　年　月　日 前年度の年齢 生　年　月　日
20歳 平成2年4月2日～3年4月1日 40歳 昭和45年4月2日～46年4月1日
25歳 昭和60年4月2日～61年4月1日 45歳 昭和40年4月2日～41年4月1日
30歳 昭和55年4月2日～56年4月1日 50歳 昭和35年4月2日～36年4月1日
35歳 昭和50年4月2日～51年4月1日 55歳 昭和30年4月2日～31年4月1日
40歳 昭和45年4月2日～46年4月1日 60歳 昭和25年4月2日～26年4月1日

実 施 期 限 平成23年11月30日まで
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　健康保険に加入している小学校就学前（６歳に達
する日以後の最初の３月31日まで）の乳幼児は医療
費の助成が受けられます。
　乳幼児医療費助成を受けるには登録が必要です。
　まだ登録がお済みで無い方はお早めに手続きをし
てください。
　また、乳幼児医療費助成金受給資格者証をお持ち
の方で、保険証や住所等の変更のあった方は、必ず
変更の届出をしてください。詳しくは、福祉課また
は市来庁舎市民課にお問い合わせください。

　市の委託を受けて、次の各在宅介護支援センター
職員が介護予防や見守り確認のため、年に１、２回、
高齢者のみなさんのご自宅を訪問して、生活状況，
持病，身体状態，ご家族の事などのご相談を受けて
います。お気軽にご相談ください。
●串木野市在宅介護支援センター
　　（老人保健施設・さるびあ苑内）
　いちき串木野市春日町63　☎32-5050
●串木野市在宅介護支援センター潮風園
　　（潮風園デイサービスセンター内）
　いちき串木野市下名3570　☎32-5831
●いちき在宅介護支援センター
　　〈国道３号天神町交差点付近〉
　いちき串木野市湊町1丁目29　☎36-5811

　次の世代を担う子どもたちの出生を祝福し、子育
てを支援する制度です。

祝金の対象者
①出生祝金　第１子…２万円�・�第２子…３万円
　　　　　　第３子以降…10万円
・�子どもを出産した方、新たに養育する方（保護者）
　�ただし、子どもの出生前に保護者が、いちき串木
野市に１年以上住所を有していること
②入学祝金…５万円
・�既に３人以上の子どもを養育していて、第３子以
降の子どもが小学校に入学する保護者
　�ただし、入学時点で保護者が、いちき串木野市に
１年以上住所を有していること
③誕生日祝金…�１歳から５歳までの誕生日ごとに

１万円
・�既に２人以上の子どもを養育し、平成18年１月１
日以降に第３子以降の子どもを出産した方（保護
者）
　�ただし、子どもの誕生日に保護者が、いちき串木
野市に１年以上住所を有していること

※�入学祝金と誕生日祝金は、申請要件の発生日にお
いて対象の子ども以外に２人以上を養育している
方が、対象となります。（15歳以上の子どもを養育
されている方はお問い合わせください。）

手続き
・�出生祝金は、市役所での出生届の手続きのとき、
同時に手続きを行います。
・�入学祝金、誕生日祝金及び本市以外で出生届をさ
れた方については、福祉課または市来庁舎市民課
で手続きしてください。

※�各祝金が請求できるのは、該当する祝金の要件が
発生した翌月から６か月以内です。
　（入学祝金の申請期限は、10月31日です。）

手続きに必要なもの
・�申請者及び配偶者がいちき串木野市税を滞納して
いないことがわかる、市税務課発行の納税証明書
（発行手数料200円）
・印鑑
・�振込口座預金通帳（ゆうちょ銀行の場合、新口座
番号記載のもの）

詳しくは、福祉課社会福祉係（☎33-5618）または、
市来庁舎市民課健康福祉係（☎21-5117）へお問い合
わせください。

未来の宝子育て支援金制度のご案内

福祉課（☎33-5618）

☆むし歯０（ゼロ）おめでとう☆
（�歳児歯科検診結果）

串木野健康増進センター（☎33-3450）

��　６月16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。
　松元　美

み

咲
さ き

ちゃん　　・　漆島　幹
か ん

大
た

くん

　岩田　胡
く る み

桃ちゃん　　・　德永　凌
り ょ う た

太くん

　田畑　侑
ゆ う ま

眞くん　　　・　鈴木　悠
ち か と

仁くん

　刈川　蒼
そ ら

空くん　　　・　小嶺　琉
る

郁
い

くん

　軍原　隼
は や と

斗くん

　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。

乳幼児医療費助成の登録申請はお済みですか？

福祉課（☎33-5618）・市来庁舎市民課（☎21-5117）

介護・福祉サービスの相談機関について

福祉課（☎33-5619）
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　児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給している
方は、毎年市町村へ現況届・所得状況届を提出する
必要があります。
　この届は手当を引き続き受給するために、必ず提
出しなければなりません。（支給停止の方も提出して
ください。）
　該当する方には、封書で書類を送付しますので、
次の期限までに提出してください。
　期限内に届が提出されない場合は、手当の支給が
停止され、さらに２年が経過すると受給資格を喪失
することになります。
●提出期限
　・児童扶養手当現況届
　　　８月１日（月）～31日（水）
　・特別児童扶養手当所得状況届
　　　８月10日（水）～９月９日（金）
●提出場所
　串木野地域にお住まいの方
　・・・福祉課
　市来地域にお住まいの方
　・・・市来庁舎市民課

　

　ひとり親家庭等医療費助成制度は、父子・母子家
庭等の医療費の一部を助成することにより、生活の
安定と福祉の向上を図ることを目的として、行われ
ています。
　受給資格者証は、今年７月末日で有効期限が切れ
ますので、次により更新の手続きをしてください。
　また、この助成を受けるには受給資格者としての
登録が必要です。まだ、登録されていない方は、福
祉課または市来庁舎市民課で登録手続きをしてくだ
さい。
●対象
　父子・母子家庭で、18歳未満の児童（18歳になっ
た日以降の最初の３月31日までの児童。障害のあ
る児童については20歳未満まで）がいる家庭、また
はこれに準じる家庭。
●更新手続きに必要なもの
　・印鑑
　・健康保険証
　・旧受給資格者証

児童扶養手当現況届・
特別児童扶養手当所得状況届の提出

福祉課（☎33-5618）・市来庁舎市民課（☎21-5117）

　本年度に策定を行う「市第一次総合計画後期基本
計画」の基礎資料とするため、アンケート調査（市民
意向調査）を実施します。
　まちづくりに対する市民の皆様のご意見や実態を
市政に反映させる大事な調査となりますので、ご理
解・ご協力をお願いします。
●調査対象地区及び調査時期
　市内全域　８月中旬まで
●対象者
　無作為に抽出した市民2,600人（16歳以上）
●配布及び回収方法
　�対象者に直接郵送される調査票に記入のうえ、同
封の返信用封筒にて郵送してください。

●その他  
　�無記名調査で回答は統計的に処理し、調査内容に
ついて目的以外に使用したり、漏らしたりするこ
とはありません。

●問合せ　政策課政策係
・第一次総合計画後期基本計画とは…
　�　市政の各分野にわたり、基本構想に基づき基本
方針および施策を体系的に明らかにする基本的な
計画です。
　�　今回策定する計画は平成24年度から平成28年
度までの５か年分の計画となります。

●募集内容
　①企画内容　�独身男女の出会いの機会となる文化�

・スポーツイベント、セミナー、パー
ティー、体験教室などの幅広い企画案

　②実施時期　平成23年８月～平成24年３月末
　③委託金額　30万円以内
●募集期間　�８月１日（月）～　　　　　　　　　　

※�採択が、予算限度額になり次第終了
します。

●応募方法　�応募書、企画提案書などの応募書類を
政策課まで郵送または持参してください。

※募集要項及び応募書類は政策課にあります。
　または、市ホームページからもご覧いただけます。
　http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/

ひとり親家庭等医療費受給資格者証の更新を

福祉課（☎33-5618）・市来庁舎市民課（☎21-5117）

「市第一次総合計画後期基本計画」に係る
アンケート調査の実施について

政策課（☎33-5634）

『いちき串木野出会いサポート事業』
企画案募集

政策課（☎33-5634）
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市職員採用試験案内

総務課（☎33-5625）

平成23年度市職員採用試験を次のとおり実施します。
●募集職種、受験資格及び採用人員

　   ※いずれの職種も採用時は本市に居住できることが条件です。
●試  験  日  第１次試験 ９月18日（日）  会場：いちき串木野市役所会議室
 第２次試験 10月中旬頃（第1次試験合格者に後日通知）
●試験方法 第１次試験 高校卒業程度の教養試験、適性検査（一般事務・建築技師）
  高校卒業程度の専門試験（建築技師）
 第２次試験 作文試験、面接試験（一般事務・建築技師）
●受験手続　 いちき串木野市職員採用資格登録試験申込書を直接または郵送で提出してください。　　 

※案内及び申込書については、総務課人事係、市来庁舎市民課に備え付けてあります。
　　　　　　（市ホームページからもダウンロードできます。）
●受付期間及び受付時間
　　　　　    ７月20日（水）～８月17日（水）（ただし、土曜日、日曜日を除く）の期間中、午前８時30分か

ら午後５時15分まで受け付けます。
　　　　　　 ※郵送の場合、８月17日（水）までの消印があるものに限り受け付けます。
●提  出  先　〒896-8601　いちき串木野市昭和通133-1
　　　　　　 いちき串木野市総務課人事係    ☎33-5625（直通）

　鹿児島調停協会では、調停制度の普及事業の一環
として調停に関する無料相談会を次のとおり開催し
ます。
　予約制ではありませんので、当日相談会場で直接
受付をしてください。
●日　　時　７月23日（土）　９:30～15:00
●相談会場　�かごしま市民福祉プラザ５階�大会議室

（鹿児島市山下町15-1　ボランティア
センター）

●相  談  料　無料
●相談内容　�交通事故による損害賠償、土地建物の

売買・賃貸借、金銭の貸借、多重債務、
土地の境界、騒音等をめぐる民事上の
悩みごとや、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についての調停制
度の利用

●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
　　　　　　　鹿児島市山下町13-47
　　　　　　　鹿児島地方・家庭裁判所内
　　　　　　　☎099-222-7121（内線4550）

鹿児島調停協会による
『無料調停相談会』のお知らせ

総務課（☎33-5626） ●日　　時　７月31日（日）　９:30～13:30
●場　　所　串木野西中学校プール
●種　　目　自由形・平泳ぎ・背泳・バタフライ
　　　　　　25ｍ（小学校低学年のみ）50ｍ・100ｍ
　　　　　　200ｍ・メドレーリレー等
●参加資格　小学生～大人（１人２種目まで）
●参  加  料　１人200円
●申  込  先　�７月27日（水）までにいちき串木野市

水泳協会事務局まで
　　　　　　（農政課　久木野　☎33-5635）
●問  合  せ　�実施要領等詳しくは、上記事務局まで

ご連絡ください

●募集対象　市内に在住の方
●期　　日　８月８日（月）
●場　　所　多目的グラウンド
●募集定員　全40チーム（１チーム５人）
　　１団体（地域・公民館・クラブ等）２チームまで
●参  加  料　１人　500円
●申込期限　８月３日（水）
●申  込  先　串木野体育センター
　　　　　　指定管理者��㈲俣木造園��☎32-1899

第６回市水泳選手権大会参加者募集

市民スポーツ課（☎21-5129）

第１回　多目的グラウンド杯
グラウンド・ゴルフ大会参加者募集

市民スポーツ課（☎21-5129）

職　種 受　験　資　格 採用人員

一般事務 ・昭和61年４月２日以降に生まれ、高校卒業程度以上の学歴を有する方
　（卒業見込みの方を含む） 若干名

建築技師 ・昭和51年４月２日以降に生まれ、１級建築士又は２級建築士の資格を有する方 若干名
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　毎年恒例の鹿児島県小学生相撲選手権大会が次の
とおり開催されます。
●期　日　８月７日（日）
●場　所　市相撲競技場（えびすが丘）
●開会式　９:30～
　※市民のみなさまのご声援をお願いします。

　「七夕踊」・「川上踊」が次の日程で開催されます。
　市民の皆様の多数のご観覧をお願いいたします。

●開催日　８月７日（日）
●場　所　大里地区内
　　　　　・中福良��８:00～�　・門　前��10:00～
　　　　　・払　山��15:00～
●内　容　�島津義弘公の朝鮮の役での活躍を記念し

て踊られたのが始まりと伝えられ、その
後、一旦下火になったが天和四年（1684）、
再び大里田んぼ開拓の際に復活したと言
われており、それ以後踊り続けられてい
る。

●開催日　８月28日（日）
●場　所　川上地区内
　　　　　　�・長田神社��　８:00～�　・諏訪神社��　９:00～
　　　　　　・葛城神社��　10:30～　・中組公民館��11:00～
　　　　　　・川上小学校��11:30～
●内　容　�約400年前、五穀豊穣と平和を祈念して

創始されたものと伝えられている。

　今年度、第４回となる「いちき串木野市音楽のつ
どい」を実施する予定です。
　つきましては、それに参加する合唱団を次のとお
り募集します。多くの市民の皆様のご参加をお待ち
しております。
●練  習  日　９月から毎週第１・第３土曜日
　　　　　　８:00～９:30（10回）
●場　　所　市来地域公民館
●参  加  料　2,000円〔楽譜代等〕
　　　　　　高校生以下は無料
●資　　格　男女どなたでも（中学生以上）
●申込締切　８月25日（木）
●問  合  せ　代表�川原　☎32-8146

第 ��回鹿児島県小学生相撲選手権大会

市民スポーツ課（☎21-5129）

「七夕踊」「川上踊」開催

文化振興課（☎21-5113）

第４回いちき串木野市音楽のつどい
合唱団募集について

文化振興課（☎21-5113）

　串木野生活学校では、本年度も廃油を利用した石
けん作りを行います。夏休みの自由研究等にどうで
しょうか。　
　みなさん多数のご参加をお待ちしています。
●日　時　７月27日（水）　９:30～11:30
●場　所　市民文化センターロビー
●当日持参するもの
　・材料代　100円��・軍手
　・ふたのついたペットボトル（1.5ℓか２ℓ入り）１個
　・廃油や賞味期限切れ油（家にある場合）
※�問い合わせや参加される方は、社会教育課にご連
絡ください。（当日の飛び込み参加も可能です）

●講座名　おもしろパソコン倶楽部「はじめの一歩」
　　　　　基礎からじっくり入門編
●内　容　・パソコン、ワープロ最初の一歩
　　　　　　（ウィンドウズ操作・文字入力基本）
　　　　　・同窓会等の案内状
　　　　　・楽しくめくるカレンダー作成
●日　時　�９月 ３日（土）・10日（土）・17日（土）・24

日（土）の計４回　各日14:00～17:00
●場　所　市来地域公民館
●募集人員　�10人（定員を超えた場合は抽選を行い、

結果を個人ごとに通知します）
●対象者　�市内に居住する一般成人の方でパソコ

ン・ワープロを初めて利用される方
●受講料　3,500円（※教材費・材料費を含む）
●申込方法　�FAXまたは電話で郵便番号・住所・氏名

（ふりがな）・年齢・性別・電話番号をお
知らせください。

●申込・問合せ　いちきアクアホール
　　　　　　☎21-5800��FAX21-5801
　　　　　　受付時間９:00～17:00
●申込期限　８月12日（金）

●目　的　�高齢者の健康づくりとふれあい活動や生
きがいづくり活動を通じ、閉じこもりの
解消、自立生活の助長及び要介護状態に
なる事を予防する。

●時　間　通年９:30～15:00（班ごとに週1回程度）
●利用料　１回利用毎に1,000円（昼食・入浴代含む）
●対象者　�市来地域居住の一人暮らし並びに高齢者

世帯で、介護認定非該当の方。
●申込期限　随時受付
●申込先　市来庁舎市民課健康福祉係　☎21-5117

親子廃油石けん作りに参加してみませんか！

社会教育課（☎21-5128）

パソコン教室受講生募集

社会教育課（☎21-5128）・指定管理者㈱総合人材センター

いちき串木野市健康増進センター「豊楽館」
利用者募集のお知らせ

市来庁舎市民課（☎21-5117）
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　平成24年度木工・建築大工の技術技能の習得
を目的とした入校生を募集します。
●募集科目　室内造形科・建築工学科
●受付期間　９月１日（木）～９月16日（金）
●応募資格　平成24年３月高校卒業見込者
●選  考  日　10月３日（月）
●選考方法　筆記試験（数学Ⅰ）、面接
　�応募書類は県内各中・高等学校、職業安定所、�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
学校ホームページにあります。詳しくは学校へお問い合わせください。

●問  合  せ ��鹿児島県立宮之城高等技術専門校����
　　　　　　〒895-1804�薩摩郡さつま町船木881����☎0996-53-0207　FAX0996-53-0993

串木野さのさ踊り市中流し踊り〈７月��日（土）〉

串木野さのさ祭り実行委員会事務局　商工観光課（☎32-3111）

串木野さのさ祭りが次の日程で開催されます。市民の皆様の多数のご参加とご観覧をお願いします。

◎踊り参加連（順不同  ７月13日現在）18：00～20：00
　○串木野建設業協会　○みなと病院　○神村学園鼓舞道部　○いちき串木野市サリナス市姉妹都市協会　　
　○いちき串木野商工会議所青年部・串木野高校合同　○鹿児島銀行　○鹿児島信用金庫　○市議会　　　
　○串木野小学校PTA　○産科・婦人科久米クリニック　○鹿児島相互信用金庫　○市役所　○消防本部　
　○串木野西中バスケットボール部　○南日本銀行　○日本地下石油備蓄　
　○濵田酒造グループ　○串木野蒲鉾組合　○串木野市漁業協同組合　○ゆうこジャズダンスカンパニー　
　○三井串木野鉱山　○串木野青年会議所　○羽島青年学級　○コーアガス日本　○串木野太極拳連盟上海倶楽部
　○潮風園　○さのさ太鼓振興会　○さのさ踊り保存会　○さつま日置農協串木野支所
　○汐見ソフトボールスポーツ少年団　○市文化協会舞踊部 　○Zack 
　○市婦人会連絡協議会（生冠・上名・大原・中央・本浦・照島・羽島の各地区） ○自由連　

◎交通整理・警備・アトラクション等協力団体
　○いちき串木野警察署　　　○地区交通安全協会串木野支部　　　○ボーイスカウト串木野第２団

◎アトラクション（歩行者天国内）・・・・・15：00～17：15
　◉マーチング・・・・・羽島ちびっこマーチング　
　◉一輪車演技・・・・・旭小学校
　　　　　　　　　　　　冠岳小学校　　　　　　　　　　　　　　　　
　◉お楽しみ抽選会

◎露店・・・・・14：00～21：30（予定）　　焼きとり，ヨーヨー釣り，焼酎振舞い　ほか

至　串木野漁港・外港
歩行者天国付近図 至　串木野新港

相撲
競技場

⑦讃岐
　公園

自動車
教習所信金

相信

鹿銀

吉見
天寿堂 ドリーム

センター

⑥中央
　公園

光神免公園
②市民
　文化
　センター

①市役所
　串木野
　庁舎

歩行者天国区域

至　串木野駅

④
市口
公園

⑤塩田
　第一
　公園

③商工
会議所
南銀 N T T

臨時駐車場 (①～⑦) ▲トイレ ( 全 3か所 )

▲

▲

▲

▲▲

▲

ロータ
リー

【串木野さのさ祭り時における交通規制について】
○7月23日（土）［アトラクション・市中流し］
   14:00～21:30
○ 7月24日（日）［PR レディ交代式・ダンス王決定戦・露店］

14:00～20:30
※ 23日（土）、24日（日）の上記の時間帯は歩行

者天国となるため、車の進入は出来ません。
※ 車でお越しの方は、左記地図の①～⑦の

臨時駐車場をご利用ください。
①市役所（串木野庁舎）②市民文化センター
③商工会議所④市口公園⑤塩田第一公園
⑥中央公園⑦讃岐公園

（ただし、駐車台数に制限がありますので、
乗り合わせてお越しください。）

◉太鼓演奏・・・・・新星会五ﾂ太鼓　　
　　　　　　　　　　薩摩天翔流五ﾂ太鼓
　　　　　　　　　　さのさ太鼓振興会

県立宮之城高等技術専門校入校生（推薦選考）募集

商工観光課（☎33-5638）

　中高生・一般を対象に木工・建築大工の体験入校
生を募集します。
●日　　時　８月１日（月）　9:00～12:30
●申込期限　７月27日（水）
●募集人員　先着30人
●参 加 費 ���無料（ただし一日傷害保険に加入。作品

はお持ち帰りいただけます。）
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　第２回冠岳せせらぎフェスタが開催されます。
　今回は、会場に竹とうろうを数百本並べます。
　幻想的な一夜を過ごしてみませんか。
●日　時　８月６日（土）　18:00～21:00（小雨決行）
●場　所　冠岳花川砂防公園
●催し物　�地元小学校の演奏会や芸能のほか夜店な

ど
●問合せ　冠岳せせらぎフェスタ実行委員会
　　　　　（冠岳交流センター）☎32-0760

　
　
　麓地区の史跡を観光ガイドと巡り、「第２回冠岳せ
せらぎフェスタ」に参加しませんか？
●開  催  日 ��８月６日（土）（※小雨決行）
●集合場所��いちき串木野総合観光案内所
●集合時間��17:00（発17:10～20:30予定）
●日   　 程���麓地域を約１時間観光ガイドと歩いた

後、バスで「冠岳せせらぎフェスタ」の
会場へ移動します。

●対  象  者 ��小学４年生以上の子ども及び保護者
●定　    員 � 50人（定員になり次第締切）
●参 加 料�� �無料（希望者のみ夕食（お弁当）を500円

　　�で準備します。）
●申込期間��７月25日（月）～７月31日（日）
●申込・問合せ��
　　　　　　いちき串木野総合観光案内所
��������������　　☎32-5256　FAX29-3320
※�歩きやすい服装・帽子・雨具等を各自準備してく
ださい。
　

　
　第二次世界大戦における沖縄戦で戦死した鹿児島
県出身者の追悼式に参列を希望されるご遺族の方を
募集します。
●期　　日　11月８日（火）
●場　　所　沖縄県糸満市摩文仁の丘　鹿児島霊園
●対  象  者　�沖縄戦で戦死した方の三親等以内のご

遺族
●募集人員　鹿児島県から９人程度
●申込期間　８月１日（月）～８月31日（水）
●申込・問合せ �
　　福祉課社会福祉係
　　市来庁舎市民課健康福祉係　☎21-5117

　水道メーターの検針人を次のとおり募集します。
　応募される方は、履歴書を上下水道課に提出して
ください。詳しくは、上下水道課上水管理係へお問
い合わせください。
●募集人員　７人（各検針地区１人）
●応募資格　�市内居住者で昭和26年４月２日以降

に生まれた方
●業務内容　�水道メーター検針（毎月３日から９日）

料金集金業務（毎月20日から月末）
●検針地区

●委託件数　・検針　約1,200件～1,300件
　　　　　　・集金　約40件～70件
　　　　　　※�ただし、芹ヶ野・深田地区について

は検針のみで約150件になります。
●手　　当　検針１件につき65円
　　　　　　集金１件につき90円
●契約期間　平成24年３月まで（更新あり）
●募集期間　８月３日（水）まで
　　　　　　（ただし、土・日曜日を除く）
●面　　接　８月10日（水）予定
●備　　考　�履歴書に第３希望地区まで記入のうえ

提出してください。

　動物愛護講習会が次の日程で開催されます。
　保健所で引き取りをした子犬等の譲り渡し（一般
譲渡）を受けたい方は、必ずこの講習を受講してく
ださい。　
　この講習を受講されないと一般譲渡は受けられま
せん。
●日　時　８月３日（水）　11:00～（１時間程度）
●場　所　伊集院保健所　１階指導室
●内　容　①犬の飼い方・しつけ方について
　　　　　②犬の性質・健康管理について
※�受講申し込みは開催日の前々日までに伊集院保健
所衛生・環境室（☎099-273-2332）へご連絡くだ
さい。
※�会場の駐車場は狭いので、できるだけ公共交通機
関をご利用ください。
※�子犬等の一般譲渡は、譲渡会で行います。譲渡会
の有無等については伊集院保健所衛生・環境室に
お問い合わせください。

水道メーターの検針人募集

上下水道課（☎21-5155）

『冠岳せせらぎフェスタ』開催

商工観光課（☎33-5638）

鹿児島県出身沖縄戦没者追悼式の
参列希望遺族の募集

福祉課（☎33-5618）

動物愛護講習会の開催

生活環境課（☎33-5614）

主な検針地区
１ 浅山付近・東塩田町・美住町
２ 緑町・別府・酔之尾の一部
３ 北浜町・本浜町・西浜町・浦和町
４ 旭地区の一部・長崎町・酔之尾の一部
５ 麓・曙町・高見町・袴田の一部
６ 昭和通・東島平町・八房
７ 芹ヶ野・深田

いちき串木野観光ガイドと巡る
麓の史跡と冠岳せせらぎフェスタ参加者募集

商工観光課（☎33-5638）
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●期　　日　８月22日（月）から
●会　　場　多目的グラウンド（全試合ナイター）
●チーム編成　20歳代：２人��30歳代：３人
　（年代別）　40歳代：３人��50歳代：１人
●参 加 料 � １チーム：5,500円（主将会時納金）
●主 将 会 　８月５日（金）　18:30～
　　　　　　多目的グラウンド管理棟
●試合時間　 第１試合19:30～��第２試合20:30～
●参加資格　各公民館に居住している方（住所のある方）
●申込期限　８月４日（木）午後５時まで（土・日除く）
●問合・申込み��
　　�　　　　いちき串木野市ソフトボール協会事務局
　������　　　　（福祉課�後潟　☎33-5618）

　町名等整理事業により、10月11日から新たな町名
が設定される下名と上名の一部について、市役所及
び法務局の公簿類は次のとおり住所の書き替え等を
行います。

　
　

なお、運転免許証などご自身で手続きをしていただ
くものは、次回ご案内します。事業実施につきまし
て、今後ともご理解・ご協力をお願いします。

公民館対抗市長旗争奪ナイターソフトボール大会

市民スポーツ課（☎21-5129）

　看板などの屋外広告物は、商店や会社の場所を示
したり、商品やサービスの情報を提供するなど、身
近な情報を伝える手段として、広く皆様に利用され
ています。
　しかし、広告物が自由勝手に掲出されると、まち
なみや自然の美しい景観が損なわれたり、広告物の
転倒や落下などによる事故も心配されるため、鹿児
島県屋外広告物条例で、屋外広告物が正しく掲出さ
れるよう定められています。
　今後の台風シーズンに備えて屋外広告物の安全点
検と正しい掲出についてご協力をお願い致します。
●鹿児島県ホームページ「屋外広告物」
　�http://www.pref.kagoshima.jp/infra/toshi/
okugai/index.html

　乗用トラクターなどの農耕作業用自動車（最高速
度が時速35キロ未満のもの）には、軽自動車税が課
税されます。�
　農耕作業用自動車を取得したときは、軽自動車税
の課税対象車両として登録が義務付けられています
ので、速やかに手続きをしてください。�
　なお、現在所有している車両で、まだ登録をして
いない場合も、申告をお願いします。�
　また、車両を処分したときや所有者・車体を変更
したときも、廃車・変更手続きが必要です。そのま
ま登録しておくといつまでも軽自動車税が課税とな
りますので、忘れずに申告してください。�
※�廃車手続きが４月１日を過ぎると、その年度につ
いては課税となります。�

【手続き事項】

町名等整理事業について
－市役所等の公簿類の取扱いについて－

都市計画課（☎21-5152）

取り扱い内容 公簿類（証書・手帳など）の名称

市役所で書き替
えるもの（手続
きは不要です）

・住民票
・戸籍
・印鑑証明
・外国人登録原票�など
　�（ただし、現在、使用している
本籍地番が土地登記簿の土地
地番と合っていない場合は、
変更されません）

次の切り替え時
に市役所で対応
するもの

・国民健康保険被保険者証
・後期高齢者医療被保険者証
・児童扶養手当証書�など

サービス利用時
に市役所で対応
するもの

・介護保険被保険者証
・介護利用時の各種認定証
・身体障害者手帳
・療育手帳�など

市役所で対象者
に手続きのお知
らせをするもの

・乳幼児医療費受給資格者証
・特別児童扶養手当証書�など

法務局で書き替
えるもの（手続
きは不要です）

・土地登記簿
・建物登記簿����（表題部の住所）

屋外広告物の安全点検について

都市計画課（☎21-5152）

農耕作業用自動車も正しい申告を！

税務課（☎33-5616）

事由 種類 必要なもの 申告先

車両を購入
したとき

新規
登録

○�車名・車体番号等が
明記してあるもの
○印鑑

税務課
または
市来庁舎
市民課

車両を他の
人から譲り
受けたとき

名義
変更

○�旧所有者・新所有者
それぞれの印鑑

標識番号を
変えずに車
両を入れ替
えるとき

車体
変更

○�車名・車体番号等が
明記してあるもの
○印鑑

車両を処分
したとき

廃車
○ナンバープレート
○印鑑
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排水設備工事は、平成 ��年度いちき串木野市排水設備指定工事店へ！

上下水道課（☎21-5157）

　平成23年度の排水設備指定工事店が決定しましたので、お知らせいたします。
※�排水設備工事（便所・風呂・台所等の汚水を公共下水道に流すための工事）は、希望される指定工事店に
相談のうえ、直接指定工事店に申し込みください。
※排水設備工事は、指定工事店以外の業者ではできませんので、ご注意ください。

【指定工事店（50 音順）】
（平成23年７月１日現在）

指定工事店の名称 所　　在　　地 電話番号
㈱あいら工業 姶良市増田253-1 0995-65-5277
旭工業㈱ 鹿児島市荒田一丁目55-17 099-255-5131
㈱イシタケ 鹿児島市東俣町176-1 099-298-8201
岩元施設 薩摩川内市樋脇町塔之原5134 0996-37-3263
㈱上野組 いちき串木野市上名2236 32-8221
㈲上原施設 いちき串木野市大里4002-4 36-4703
エス工業㈱ 鹿児島市山田町1706-2 099-265-6055
㈱榎元組 いちき串木野市下名5549 32-2374
㈲榎元建設 いちき串木野市下名5920 32-3571
大庭設備 日置市東市来町湯田5927-2 099-274-1773
海江田電機㈱ いちき串木野市大原町69 32-4131
㈲上白石水道設備 薩摩川内市高城町3915 0996-30-2555
㈲久電社 いちき串木野市下名7896 32-6485
㈲久木山建設 いちき串木野市日出町87 32-3663
串木野建設工業㈱ いちき串木野市上名8791 32-4354
久保建材土木㈲ いちき串木野市大里4955-1 36-4646
㈱国料建設 いちき串木野市東塩田町112 32-9117
㈲小堀水道 南さつま市加世田東本町23-7 0993-53-7822
㈲坂口組 いちき串木野市下名12062-4 32-0553
㈱薩摩水道 薩摩川内市矢倉町4659-14 0996-22-5304
三堂設備 薩摩川内市平佐町1856 0996-27-0778
㈱柴田設備 薩摩川内市冷水町457-2 0996-23-0318
十文字工業㈱ 鹿児島市鴨池二丁目14-1 099-254-4667
㈱匠蔵 薩摩川内市中郷二丁目16-33 0996-23-5372
新光設備 薩摩川内市宮崎町2540-6 0996-23-8828
㈲須納瀬設備工業所 いちき串木野市御倉町137 32-2609
㈲芹ヶ野建設 いちき串木野市汐見町70 33-0711
㈲第一水道 薩摩川内市大小路町53-16 0996-23-4497
㈲大誠電機 薩摩川内市樋脇町塔之原3565-9 0996-37-2890
高野組㈲ いちき串木野市下名20910-2 32-2376
髙柳水道㈱ 薩摩川内市尾白江町3075-1 0996-25-2261
田中石油ガス㈱ 薩摩川内市若松町8-23 0996-25-3700
谷口水道工事店 薩摩川内市百次町1778-26 0996-23-1366
中央工業㈱ 鹿児島市西田三丁目28-14 099-257-2323
㈱司工業 鹿児島市田上７丁目35-11 099-254-1001
水流電設 いちき串木野市下名14222 33-2383
鶴丸興業㈱ 薩摩川内市勝目町5941 0996-22-6786

指定工事店の名称 所　　在　　地 電話番号
テクノ住設 いちき串木野市下名11273 32-6213
㈲寺田設備 いちき串木野市住吉町167 32-2802
㈲天龍建設 いちき串木野市昭和通81 32-8833
㈱徳田設備工業 鹿児島市宇宿町1921-4 099-208-5651
徳永電機㈱ 日置市東市来町湯田3361-3 099-274-2752
㈲中薗組 いちき串木野市中尾町145-2 32-3800
㈲中村商会 日置市伊集院町下谷口2704-1 099-273-5473
㈱南開設備 鹿児島市城山一丁目1-1 099-226-1388
西原設備 いちき串木野市大里4756-4 36-4674
㈱西別府弘組 いちき串木野市下名3204 32-3404
㈲西牟礼建設 いちき串木野市川上4486 36-2282
㈲ハマベ鉄工設備 いちき串木野市羽島947-16 35-1322
日置建設㈱ いちき串木野市下名3279-1 32-1000
㈲平田環境設備 日置市東市来町長里2201 099-274-2517
㈱福水工業 鹿児島市下伊敷２丁目31-14 099-220-5122
㈲福薗建設 いちき串木野市下名11247 32-3362
㈱福元興業 日置市東市来町長里912-3 099-246-6910
㈲藤田設備工業所 いちき串木野市羽島3533 35-0053
㈲古川建設 いちき串木野市中尾町8 32-2867
㈲別府電気商会 いちき串木野市元町219 32-2633
㈲宝楽水道設備 日置市吹上町湯之浦1776-1 099-296-5680
㈱外薗総合住宅設備 いちき串木野市汐見町55-7 24-7777
㈲外園設備 鹿児島市坂之上七丁目36-1 099-261-1325
㈲前田金物店 いちき串木野市御倉町10-1 32-9078
㈲前屋設備 いちき串木野市住吉町146 32-3692
㈱馬込建設 いちき串木野市春日町79 32-3427
松尾設備 日置市東市来町湯田4466-8 099-274-3656
㈱マツオ電設 日置市東市来町長里1419-2 099-274-2726
㈲松本設備 薩摩川内市青山町4669 0996-23-8724
丸善設備工業㈱ いちき串木野市下名5857-3 32-9928
㈲マルユー工業 鹿児島市花野光ヶ丘二丁目52-13 099-228-0370
㈲萬造寺組 いちき串木野市羽島7795 35-1245
㈲瑞穂商会 日置市伊集院町下谷口1915 099-273-2161
㈱満留建設 いちき串木野市下名21809 33-1323
蓑茂住宅設備 薩摩川内市平佐町2499-8 0996-22-7702
優水設備工業 鹿児島市西紫原町30 099-275-3511
㈲脇電器 日置市吹上町中原2825-1 099-296-2511
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　社団法人鹿児島県猟友会において、鳥獣による農
作物被害の防止・軽減を図るため、農家自ら鳥獣捕
獲を適切に実施できるよう、わな免許取得と捕獲技
術の習得を支援します。
●支援対象者
　�　鳥獣による被害を受けている農業者や集落の
代表、農業法人の従業員など。なお、支援を受け
るためには申し込み時に市町村の証明が必要であ
り、また免許取得後に猟友会への加入が条件です。

●内容
　・�わな猟免許取得に向けた狩猟者講習会受講料の
一部助成

　・わな猟免許取得者に対する研修会の開催
　・わな猟免許取得者に対する実技の指南
●申込期限　８月５日（金）まで
※�詳しくは、猟友会会長宅（節政一三��☎32-1618）ま
たは社団法人鹿児島県猟友会（☎099-222-9449）
までお問い合わせください。
　�支援対象者の証明は、農政課または産業経済課ま
でお問い合わせください。

●日時・場所

●申請期限　８月５日（金）まで
●申請受付　猟友会会長宅（節政一三��☎32-1618）
　　　　　　または農政課・産業経済課へ　
※講習料･テキスト代･手数料等が必要になります。

　庭木や垣根の枝などの道路へのはみ出しや、側溝
の上にフラワーポットなどを置いてあるのが見受け
られます。道路側にはみ出すと道路が狭くなり、通
行などに大変危険です。
　通行者の迷惑にならないよう、責任を持って管理
しましょう。

狩猟試験講習会の一部助成等について

農政課（☎33-5635）・産業経済課（☎21-5122）

地域安全ニュース
「毎月11日は、地域安全推進の日」

【みんなでつくろう　安全安心のまち】

自治振興課（☎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）☎33-0110

狩猟試験（初心者）と講習会の開催

農政課（☎33-5635）・産業経済課（☎21-5122）

垣根等が道路にはみ出していませんか？

土木課（☎21-5151）

講　

習

８月21日
（日）

９:00～
（受付８:30～） 日置市中央公民館

（伊集院町郡1-100）
☎099-273-1919試　

験

８月28日
（日）

９:00～
（受付８:30～）

誰にもありうるこんな気持ち。そこが詐欺師のつけ入りどころ！
● 身内のトラブルを解決してあげます「オレオレ詐欺」
　交通事故やその他の事件事故のトラブル処理のために、家族の一員や
　警察官、弁護士などになりすました者から現金振り込みを要求されます。
　◆撃退ポイント
　①家族の一員を名乗っても疑ってみる。必ず本人と連絡をとりましょう。
　②警察官や弁護士を名乗ったら、所属と名前を聞き、確認の電話を入れる。
　③すぐにお金を振り込まない。事の真偽が確認できるまで待ちましょう。
●身に覚えはなくてもなんとなく不安「架空請求詐欺」
　 ハガキや電子メールで有料サイトの利用料や情報料、借金の請求など他人に相談しにくい内容の現金振り

込みを要求されます。
　◆撃退ポイント
　①身に覚えがない請求は無視する。請求のはがきや電子メールは保管しておきましょう。
　②問い合わせ先があっても連絡しない。電話や電子メールから個人情報を知られてしまいます。
　※ 無視できない架空請求もある！
　簡易裁判所から「支払催促」や「呼出状」が届いたら、まず簡易裁判所に書類の真偽を確かめましょう。
　正規のものを放置しておくと、支払義務が確定してしまいます。すぐに弁護士会などに相談しましょう。
●困ったときは，ワラをもつかみたい「融資保証金詐欺」
　 融資勧誘のダイレクトメールや電子メールが突然舞い込み、「担保・保証金なしで高額融資」などの宣伝

文句に惹かれて申し込むと、手数料などの名目で現金振り込みを要求されます。
　◆撃退ポイント
　① 「融資前に金を送れ」は振り込め詐欺です。正規の貸金業者では融資を前提に現金の振込をさせること

は絶対にありません。貸金業者登録番号が明示されていなかったり、電話番号が携帯電話の場合は怪し
い業者と思いましょう。ダイレクトメールや現金振込伝票を持参してすぐに警察に届けましょう。
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（実施期間）
　７月21日（木）から７月30日（土）までの10日間

（スローガン）
　鹿児島の夏！　マナーが輝く　快適ロード

（最重点）
　高齢者の交通事故防止

（重　点）
（1）飲酒運転・暴走無謀運転の根絶
　～「飲酒運転８（やっ）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運転する人に酒をすすめません
　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も乗りません
（2）子供の交通事故防止
（3）交差点における交通事故防止
（4） 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～
（5）自転車の安全利用の推進
　～自転車安全利用五則の周知徹底～
　①自転車は車道が原則、歩道は例外
　②車道は左側通行
　③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
　④安全ルールを守る
　　・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
　　・夜間はライトを点灯
　　・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
　⑤子どもはヘルメット着用

　不登校、ひきこもり、ニート、フリーター等で悩
んでいる本人及び保護者のための県設置の相談機関
です。気軽にご相談ください。相談は無料で秘密は
厳守されます。
●所  在  地　鹿児島市鴨池新町1-8
　　　　　　（県青少年会館２階）
●相談時間　火曜日～日曜日の午前10時～午後5時
　　　　　　��（祝祭日も相談可、ただし12/28～

1/4は休み）
●相談方法　�面談（要予約）・電話・Eメール
●問合せ・相談先　
　　　　　　�☎099-257-8230
　　　　　　Eメール soudan-center@hello.odn.ne.jp

　どなたでも参加できます。
●日時　８月６日（土）　14:00～
●場所　市立図書館本館
●内容　大型絵本・大型紙芝居・パネルシアター
　　　　エプロンシアター・石ころお絵かき�他　

※�７月23日（土）から８月31日（水）まで、市立図
書館本館ロビーで折り紙作品の展示を行いま
す。館内の郷土資料コーナーに「食のまちづく
り」に関連した本がありますのでご利用くださ
い。詳しくは、市立図書館（☎33-5655）へお尋
ねください。

夏の全国交通事故防止運動

自治振興課（☎33-5631）

夏休みスペシャルおはなし会

文化振興課（☎21-5113）・指定管理者㈱総合人材センター

かごしま子ども・若者総合相談センター
（ひきこもり地域支援センター）の利用について

社会教育課（☎21-5128）

８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

　移動図書館車が市内を巡回します ｡お気軽にご利
用ください ｡

コース 巡回日 コース 巡回日

１コース
8月2日（火）
荒川小は5日（金）
9：30～9：50

９コース 8月19日（金）
（生冠中は休み）

２コース
8月3日（水）
旭小は19日（金）
9：40～10：20

10 コース 休み

３コース
8月4日（木）
冠岳小は1日（月）
11：15～12：00

11 コース 休み

４コース 8月1日（月）
10：00～10：30 12 コース 休み

５コース 8月19日（金）
10：50～11：40 13 コース 休み

６コース 休み 14コース 休み

７コース 8月12日（金）
（川上小は休み）15コース

8月18日（木）
（川上小は休み）

８コース 8月22日（月）
（串木野西中は休み）

　空き地の雑草は、定期的に刈り取りましょう。
　雑草類が繁茂すると、次のような生活環境の悪化
をもたらします。
①�交差点など角地に繁茂すると、見通しが悪くなり
交通事故につながる。
②ごみなどが不法に投棄される。
③害虫の発生場所になる。
④立ち枯れて、枯れ草が火災の原因になる。
　このように、周辺住民に迷惑とならないよう、ま
た『いちき串木野市市民の手による美しいまちづく
り推進条例』が平成19年７月から施行されておりま
すので、空き地の所有者や管理者は早めの対応で、
適正な管理をお願いします。

空き地の管理について

生活環境課（☎33-5614）

※ 詳しくは、市立図書館

　（☎33-5655）へお尋ねください。

〔     　　　　　〕
〔     　　　　　〕

〔     　　　　　〕
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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。

※ １『法律相談』を希望される方は社会福祉協議会

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。

８月の心配ごと相談

社会福祉協議会（☎32-3183）

相 談 場 所
及　び

相 談 時 間
相談種別

相　談　日

相談員5日 12日 19日 26日
※毎週金曜日

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

健康・介護相談 − − ○ − 看 護 師

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

※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

9日 16日 23日 －

心 配ごと
相 談 員

火 火 火 －

○ ○ ○ －

お　く　や　み（６月届出分）

（届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。

故　人 年齢 住 所 ま た
は 公 民 館 喪主または届出人

濱 田 信 雄 65 野 元 濱 田 春 江
武 田 チ モ 86 金 山 武 田 和 男
下之角　　　勇 79 春日町 下之角　秀　子
大 平　　 巧 79 久木野 大　平　トミ子
岩　下　ヨシエ 75 岩 下 岩 下 貞 夫
橋之口　昭　雄 67 平 江 橋之口　桂　子
山 中 利 夫 73 石川山 山 中 ミ ト
上 原 新 一 99 潟小路 宗　像　眞知子
大 津 弘 之 49 ひばりが丘 大 津� 和 義
田 村 テ ル 86 本浜町 羽根田　　　明
德　利　ハルヱ 98 大 里 德 利 義 孝
川 畑 一 德 91 平ノ木場 川 畑 カ 子
馬 塲 順 一 62 上 名 馬　塲　須美子
福 迫 葊 志 88 浜 町 福　迫　アキ子
柳 田 将 之 29 緑 町 柳 田 未 央
酒　匂　美世子 62 金 山 酒 匂 隆 治
佐 藤 義 雄 85 昭和通 佐　藤　ノリ子
河 野 富 子 87 栄 町 河 野 良 弘
宮之原　一　男 81 袴 田 宮之原　純　子
岩 﨑 一 男 97 元 町 加治佐　裕　子
松 元 ユ キ 93 上石野 松 元 一 昭
竹之下　シヅ子 94 芹ヶ野 竹之下　直　正
瀬 戸 登 美 86 山之口 瀬 戸 温 司
藤 田 豊 子 89 大 薗 藤 田　　 律
上 地 ス ガ 102 汐見町 上 地 茂 盛
乘 越 系 子 84 別 府 乘 越 雅 光
星　原　ユキヱ 84 昭和通 星 原 四 夫
野 田 フ ヂ 96 麓 野 田 和 寛
大 井 孝 子 67 旭 町 五百路　満州男
久　保　ミサエ 84 高見町 久 保　　 林
田 代 金 藏 86 岩 下 田 代 和 子
石 神 岩 雄 81 中ノ平後 石　神　マツエ
田　畑　サカイ 92 浜 東 田 畑 安 勝

事業主の皆様へ
ハローワーク伊集院からのお願い

　ハローワークでは、６月20日から来春の中学

生、高等学校卒業予定者の学卒求人の受付を開始

しております。

　今年も長引く不況の影響でかなり厳しい状況と

なっております。来春卒業予定者についても景気

の先行きは一部持ち直しが見られるものの、引き

続き厳しい状況が予想されます。

　このような状況をふまえて、事業主の皆様には、

来春卒業予定者のための求人をなるべく早めにご

検討いただき、一人でも多くの学生が地元に就職

できるよう応募の機会を与えていただきますよう、

ご理解とご協力をお願いいたします。

●学卒求人についてのお問い合わせ先
    ハローワーク伊集院　☎099-273-3161

学卒求人票の提出はハローワークへお早めに！

��



（４・５月届出分）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ｰ32ｰ3111（FAX）0996ｰ32ｰ3124

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、または住所での掲載となります。）

子どもの名前 保護者 住�所

前田　來
らいめい

明 秀文・益枝 高見町

黑木　悠
ゆ い

依ちゃん
（浜中）

姉妹仲良く、元気に育って下さい。
父：耕二さん・母：麻紀さん

内村　天
すばる

昴くん
（ウッドタウン）

３人仲良く元気に　そして、
たくましく育ってね。

父：公平さん・母：まゆみさん

福田　愛
あいる

琉ちゃん
（塩屋町）

生まれてきてくれてありがとう
♡すくすく元気に育ってネ♡

父：良さん・母：美晴さん

鶴窪　芽
め い

生ちゃん
（堀）

元気に生まれてきてくれて、
ありがとう。

父：裕佳さん・母：晶子さん

栫　琉
る な

菜ちゃん
（春日町）

産まれてきてありがとう　
元気に育ってね！

父：要一郎さん・母：典子さん

牧　絢
あやな

菜ちゃん
（駅前）

お姉ちゃんと仲良く 
たくさん遊ぼうね。

父：秀幸さん・母：依利子さん

川畑　友
ゆうや

椰くん
（天神町）

潤兄ちゃん・秀兄ちゃんと
仲よく遊んでね。

父：賢祐さん・母：和美さん

濵走　玲
れ お

央くん
（東塩田町）

元気に大きくなってね。
父：拓矢さん・母：香里さん

田代　龍
りゅうせい

聖くん
（元町）

元気で大きく育ってね。
父：雅利さん・母：令奈さん

野㟢　葉
は る ま

瑠磨くん
（大原町）

ようこそ！生まれてきてくれて
ありがとう♡

父：和生さん・母：里子さん

松田　昇
しょうま

真くん
（ウッドタウン）

二人のお姉ちゃんとなかよくね♡
父：慎一郎さん・母：多美子さん

田尻　虹
に こ

心ちゃん
（住吉町）

生まれてきてくれて有難う。
虹心は宝物だよ♡

父：孝雄さん・母：香織さん

川嵜　封
ふうき

享くん
（酔之尾）

生まれてきてくれて有り難う  
大きく育ってね

父：秀弥さん・母：さやかさん

小野　愛
あやら

來ちゃん
（下名）

これからは一緒にたくさん
笑おうネッ。

父：洋平さん・母：美穂さん

福丸　創
そうた

大くん
（緑町）

笑顔で元気に育ってね！
早よ遊んけ行っどー

父：智也さん・母：三奈さん

森　久
きゅうじ

侍くん
（港町）

お兄ちゃんと仲良く元気に
育ってね！

父：拓也さん・母：麻衣美さん
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