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今月号の主な内容
● 特認校制度をご存知ですか？
● いきいきバスが変わります！
● 分譲団地情報 ！ 第４弾
● まちの話題
● おしらせ版
● 市民カレンダー

串
木
野

いち
き

広報



特認校制度をご存知ですか？
学校教育課（☎21-5127）

正式には「小規模校入学特別認可制度」と言います。
現在、36名の児童が４校の特認校に通っています。

◎特認校制度の趣旨と目的
　山間部や沿岸の恵まれた自然環境の中にある小規模校の特性を生かして、個に応じた体力作りや学ぶ楽しさを
体験させ、思いやりの心に満ちた子どもを培いたいと希望する保護者・児童に一定の条件のもと、通学区域を越
えて入学・転学を認め、地域や学校の活性化を図ろうとするものです。

◎入学・転学の条件
　⑴　期間・・・・・・・・・１年間の通年通学に限ります。
　⑵　対象学年・・・・・・・小学１年生～６年生
　⑶　申込み・・・・・・・・�制度の趣旨に沿ったものであるか、入学が適当であるか判断しますので、特認校

を通じて市教育委員会学校教育課へ申し込みます。
　　　　　　　　　　　　　　（新規申込者については面談を行います。）
　⑷　入学・転学の制限及び許可の取り消し
　　ア�．新規申込の場合、特認校への入学・転学を許可することにより、現住所地の通学区域の学校において、

対象学年が学級減になる恐れが生じた時には、入学・転学を許可しない場合があります。
　　イ�．申込者が申し込みの事実と異なり、趣旨・目的に合わない事由が生じ、支障があると認められる時は、

入学・転学を取り消すことがあります。
　⑸　保護者の協力
　　　�　児童が正規の通学区域を越えて通学することから、登下校における安全の確保、PTA活動等への協力、

その他学校の指導等に対する協力が不可欠です。

◎特認校として指定する学校　����������������������������������
 学　校　名 所　　　在　　　地 電　　　話 校　長　名

旭 小 学 校 〒896-0075　いちき串木野市金山14067番地 32－1724 宇　都　洋　志

荒川小学校 〒896-0065   　　　〃　　　 荒川2347番地1 32－2010 中　村　　　薫

冠岳小学校 〒896-0051 　　　  〃　　　 冠嶽12844番地1 32－2688 蛭　川　幸　一

川上小学校 〒899-2102　　　   〃　　　 川上1200番地 36－2044 谷　津　信　一

※平成21年度から全ての特認校児童の送迎を行っています。

○各学校で見学・参観・体験入学ができます。直接当該学校にお問い合わせください。

【旭小学校】  〜変化に柔軟に対応できる旭の子〜
　旭小の学校の自慢は【明るいあいさつ・暗唱・一輪車】
１　確かな学力を身につけた児童の育成（学力アップ）
　○自分で課題を見つけ、解決できる子ども
　○幅広く読書をする子ども（一人年間100冊以上の読書）
２　豊かな心をもった児童の育成（思いやりアップ）
　○幼稚園との交流、高齢者とのふれあい活動、青少年赤十字活動への参加
　○「どろめんこ」の開催（田植えから餅つき大会までの米作り体験）
　○校区伝統芸能の継承｢子ども石当節｣｢虚無僧踊り｣(総合的な学習の時間)
３　たくましく生き抜く力を持った児童の育成（体力・気力アップ）
　○交通安全少年団、交通事故無事故6,500日記録更新中
　○一校一運動
　　（一輪車に全員乗れます。�串木野さのさ祭りや加世田大会に出場します。）
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【荒川小学校】

【冠岳小学校】

【川上小学校】

少人数指導

川上踊

◎特認校へ転学できる学校　
 学　校　名 所　　　在　　　地 電　　　話 校　長　名

串 木 野 小 学 校 〒896-0054　いちき串木野市日出町536番地  32－1738 本車田　省　三

照島小学校 〒896-0055　   　   〃              照島5453番地3  32－4446 髙　橋　宏　一

市来小学校 〒899-2103　　　  〃             大里3731番地  36－2006 森　藤　友　久

※串木野・照島小学校区の児童は、旭・荒川・冠岳小学校の３校が認められます。
※市来小学校区の児童は、川上小学校のみ認められます。

冠岳小ブログも
ご覧ください。

「やさしさいっぱい　やる気いっぱい　元気いっぱい　荒川っ子」
１　学力の向上を目指しています。
　・基礎学力（読み、書き、算）の定着に力を入れています。
　・少人数指導によるきめ細かな「分かる授業」の実践に努めています。
　・個性を認め、個に応じた指導の充実に努めています。
２　思いやりの心の育成に力を入れています。
　・年間を通して、ボランティア活動を行っています。
�　　（福祉施設や地域との交流、地域へのひまわりの種配布、花の栽培等）
　・あいさつ先手運動に取り組んでいます。
３　荒川の自然や人材を生かした「ふるさと教育」を推進しています。
　・学校・校区・保護者が一体となった活動を行っています。
�　　（川遊び、米作り体験、荒川ふれあいキャンプ、荒川ほたるでナイト、
　　　太鼓活動、日本一の持久走大会、一輪車、野菜作り�等）

「豊かな体験　確かな学び　夢育む子どもの集う冠岳小！」
⑴　個性を生かした学習展開を大切にします！
���・基礎学力の定着���・個に応じた学習指導���・創作活動や体験的活動
���・朝の読書活動（読み聞かせ）���・全校態勢での支援学習

⑵　様々な発見や感動体験の充実を目指します！
　・茶摘みや稲作、芋植え等体験���・かんむりだけ山市や夏祭りへの出演
　・�史跡や名所の探究学習��・高齢者とのふるさと学習�　　　　　　　　　
　・野鳥観察や川遊び体験

⑶　心身の健康と健やかな成長を大切にします！
　・一輪車乗りと様々な演技挑戦��・水や森とのふれあい活動
　・合唱奏（合唱やオカリナ演奏）��・全校運動や全校遊びの活動
　・ボランティア活動への参加��・特色ある地域行事の体験

【出会い　ふれ合い　学び合い】
１　学力水準の向上を図っています。
　　�・少人数での指導　・個に応じた指導　・毎朝の読書
　　・表現力の伸長　・ネットスキルの育成
２　体験的な活動を充実させています。
　　・稲作や芋、お茶の栽培　・高齢者に学ぶ活動　
　　・一輪車の上達　・伝統文化の継承　・川遊び体験等
３　豊かな教育環境を生かしています。
　　・柔らかい芝生の校庭　・スタッフ全員での見守り
　　・自然への気づきを促す　・大久保利通公先祖居留地
◎　少人数の中で主体性や責任感も一層育まれます。
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12月の夜には
イルミネーション
点灯と舞台発表

県内トップクラスの
学校ホームページに
よる情報発信！



◎　平成24年度募集要項
⑴　募集期間
　　平成23年11月１日（火）～11月30日（水）までとします。

⑵　申込み
　��　申込用紙を特認校４校、教育委員会学校教育課（市来庁舎３階）に備えてあります。必要事項をご記
入のうえ、希望する特認校へ直接ご提出ください。
　　受付時間は、午前８時30分から午後4時45分までです。ただし、土曜日・日曜日・祝日は除きます。

⑶　特認校へ入学・転学できる期間
　　平成24年４月１日から平成25年３月31日までの１年間です。
　　平成25年４月１日以降も継続して通学を希望する場合は、来年度、再度申し込みが必要です。

⑷　入学・転学の決定
　　２月上旬頃、保護者宛に結果の通知書を送付いたします。

⑸　学校指定変更手続き
　�　入学・転学が決定したら、教育委員会学校教育課（市来庁舎３階）で学校の指定変更の手続きをとっ
てください。
⑹　学校見学等
　�　いつでも特認校の見学・参観・体験入学ができますので、ご希望の方は直接当該学校長へ連絡して
ください。

【幼稚園新入園児の入園手続きについて】

　市内幼稚園の平成24年度新入園児の募集を各幼稚園で受け付けます。入園を希望される方は
各幼稚園に直接申し込み、お問い合わせください。

【受付期間】
　平成23年11月1日（火）より
　（幼稚園によっては土曜日・日曜日・祝日は受け付けていない場合があります。）

市立幼稚園（五十音順）

旭 幼 稚 園
市 来 幼 稚 園

金山14067番地
大里3731番地

☎32-8532
☎36-3188

私立幼稚園（五十音順）

神村学園附属幼稚園
串 木 野 幼 稚 園
友 愛 幼 稚 園

別府3970番地
栄町185番地
住吉町94番地

☎21-2072
☎32-2461
☎32-2915
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男女共同参画ってなぁ～に？⑦
～ポジティブ・アクション（積極的改善措置）～  政策課（☎33-5672）

お互いを認め合うことが大切です！
ポジティブ・アクションとは・・・
　男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって

社会のあらゆる分野における活動に参画する機会において

男女間の格差を改善するため、必要な範囲において男女の

いずれか一方に対し、その機会を積極的に提供することで

す。

　たとえば、政策・方針決定過程への女性の参画や、女性

の能力が十分に発揮できる

ように機会を与えることもその一つであり、それによって男性自

身の男性に関する固定的性別役割分担意識の解消を図り、働き方

を見直すことにもつながります。

　性別で役割を決めつけることなく、自らの意思を尊重し、認め

合い、支え合う意識を持つことが必要ではないでしょうか。

　荒川地区 ( 古園四郎地区公民館長 ) は、年間を通じて荒川地区公民館、荒川小学校、荒川清流会が協力して地
区の活動に取り組んでいます。
　地区の行事として、元旦の「拝賀式」から始まり、「鬼火炊き」「あらかわ文化祭」「ほたるでナイト」「荒川田園ず’
カップゴルフ大会」など、多彩な地域行事を展開しています。
　その中でも、９月25日に行われた『荒川小・荒川校区合同運動会』は、小学校と地区が一体となった盛大な行
事のひとつとなっています。
　実施までには、各役員が集まり、打合せを重ね、種目に応じて
それぞれ異なる賞品の準備を行いました。また会場設営には児童
やＰＴＡ、地区役員等が参加しテント立てやグラウンド整備など
を協力して行いました。
　また、20ｍほどもある旗を付けた竹を樹齢100年以上といわれ
る「せんだんの木」に結びつける作業は大変なもので、会場の正面
に取り付けられた姿は、それまで係わってきた校区の皆さんの思
いが感じられるようでした。
　運動会当日は、昭和39年に卒業した還暦チームや日頃荒川の海
を使わせてもらっているからと海の清掃や子ども達との交流をし
ていただいているサーファーの方々もチームを作って参加し運動
会を盛り上げていました。
　古園四郎地区公民館長は、「荒川の特色である農業を念頭におき、
これからも学校を中心に地区が一体となるような取り組みを行っ
ていきたい。」とにこやかに話されました。

共生・協働で　　　　　③

まち・ひと 元気 !!
荒川地区

政策課（☎33-5672）
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串木野健康増進センター（☎33-3450）

〜あなたのおうちのおむすびは、どんな形 ? 〜
おむすびプロジェクト inいちき串木野

�

№6

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。
６基本的施策【安全で安心な食のまちづくり】施策の方向【①食の安全の調査研究】
6－①－1 【取組項目】安全･安心の基準遵守等についての推進 推進ｽｹｼﾞｭｰﾙ
取組主体 取　　組　　内　　容 短 中 長

市
・�安全・安心な農産物供給のため、トレーサビリティ ( 栽培履歴）、ポジティブリ
スト ( 農薬使用制限 ) の普及を進め、食の安全の確保やＪＡＳ法に基づく食品
表示等についての制度等の普及啓発を行う。

市民 ・食品表示等についての制度等の理解を深め、購入の際に確認に努める。
事業者 ・各種法令等による基準を遵守し、安全安心な商品提供に努める。

６基本的施策【安全で安心な食のまちづくり】施策の方向【②市民等の活動支援】
6－②－1 【取組項目】認証産品に対する支援策の構築・情報発信 推進ｽｹｼﾞｭｰﾙ
取組主体 取　　組　　内　　容 短 中 長

市 ・�認証産品には統一されたブランドロゴマーク等を付与する制度確立を促進し、市
民への浸透を図り、イベントや物産展、観光ポータルサイト等でのＰＲを行う。

市民 ・認証産品への理解を深め、認証産品の贈答品への活用に努める。
・くちコミや個々のブログ等での情報発信に努める。

事業者
・�消費者へ安心安全の認証産品の提供に努めるとともに、ポータルサイト等で情
報の収集と発信に努める。
・認証商品に統一されたブランドロゴマーク等を付与する制度の確立に努める。

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。

　暑かった夏も終わり、秋風のさわやかな行楽の季節になりました。
　季節の食材を使った炊き込みご飯のおむすびを持って、行楽に出かけてみませんか。
　前日の夜に炊飯の準備をしておけば、翌朝は炊けたご飯でおむすびを握るだけで簡単にできます。
　また、季節のもの、旬のものは安価で栄養価も高く、おいしいものです。旬の食材で季節を味わいましょう。

≪ツナときのこの炊き込みご飯おにぎり≫
（材料６個分）
　　・米　１と１/2カップ    ・ツナ缶　１/2缶    ・しめじ　１/4パック
　　・えのきたけ　１/4袋　 ・にんじん　25ｇ
　　・昆布だし汁　250ml     ・めんつゆ　50ml    ・のり　適量

（作り方）
　① 　米は洗い、水気をきっておく。炊飯器に米と分量の昆布だし汁を入れ、

　30分ほど浸す。
　②　 ツナは汁気をきってほぐし、しめじは石づきを取り、ほぐす。えのきたけは２センチ長さに切る。

にんじんは２センチ長さのせん切りにする。
　③　①にめんつゆを入れ軽く混ぜて、②を上にのせて普通に炊く。
　④　炊きあがったら、おにぎりにして、のりを巻く。
※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。）
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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㉙

地域で健康なまちづくりをすすめましょう（糖尿病予防編）

　今回も前回に引き続き糖尿病の病態についてお伝えします。

●糖尿病の病態
　体の中で血糖値を下げる働きのあるインスリンというホルモ
ンの分泌量が不足したり、働きが十分でないために、体のエネ
ルギー源となるブドウ糖をうまく代謝 ( 利用 ) できなくなる病気
です。血糖値 ( 血液中のブドウ糖の量を示す値 ) が高いままにな
るので、全身にさまざまな異常があらわれます。

●糖尿病の病型
　インスリンが作られない１型糖尿病とインスリンがうまく働かない２型糖尿病があります。　
　ほかにも「妊娠糖尿病」や「その他の特定の機序、疾患によるもの」という分類もあります。
　糖尿病の診断基準はシリーズ㉘でお伝えしたとおりですが、まずは健診を受けることが大切です。
　健診を受けないまま、高血糖状態が長く続くと、血管が傷んだり神経の働きに障害が生じるため、
全身にさまざまな合併症が引き起こされます。治療を行わず、血糖をコントロールしないでいると、
糖尿病発症時から５年から10年で、糖尿病特有の合併症があらわれてきます。

●糖尿病特有の合併症　

　糖尿病は自覚症状がほとんどないのですが、健康診査等における肥満や高血糖など危険因子を
早期に発見し、早期に治療を開始することは糖尿病の重症化、合併症の発症を予防するうえで重
要であり、また糖尿病発症に内臓脂肪が大きく関与していることから、適切な食習慣、適度な運
動習慣による発症予防が非常に大切です。

〜次回　糖尿病予防食生活編につづく〜

糖尿病網膜症 糖尿病腎症 糖尿病神経障害

　
高血糖により、網膜上の細小

血管がつまったり破れたりして
網膜症を起こし、視力が低下し
ます。
　時には失明することもあり、
成人の中途失明原因のトップが
この糖尿病網膜症となっていま
す。

　高血糖が続くと、腎臓の中で
ろ過作用を行っている糸球体と
いう器官の細小血管がダメージ
を受け、老廃物を十分にろ過で
きなくなります。
　症状が進めば、最終的には人
工透析が必要になりますが、こ
れは時間的にも精神的にも非常
に負担の重い治療です。

　高血糖により末梢神経が損傷
し、手足にしびれや痛みがあら
われます。
　こうした自覚症状は他の合併
症と比べて早い時期に出てきま
すが、症状が進むと、逆に傷み
やしびれの感覚が鈍くなり、け
がややけどにも気づかず壊疽を
起こす場合もあります。



商工観光課（☎33-5638）

　平成23年12月から、串木野地域においては、利用のない区間を削ったり、新たに需要が見
込める区間を追加するなどルートの一部を見直したうえで、今までとおり「いきいきバス」を運
行し、市来地域（一部串木野地域を含む）は、今までの「いきいきバス」に代わり、事前予約型乗
り合いタクシー「いきいきタクシー」が走るようになります。

なぜ「いきいきバス」の見直しが必要なの？
　いきいきバスは、車などの交通手段をもたない方を中心に、日常の交通手段として一定の役
割を果たしていますが、車両の大きさや運行車両が少ないこと、また利用者数の減少、燃料費
高騰などによる委託料の増加など、解決しなければならない問題を抱えています。

問題点 対��策
①�要望や需要はあっても道路の幅が狭く入っ
ていけない地域があり、市民の要望に十分
応えることができていない。

現在、串木野地域は大型バス、市来地域はマ
イクロバスの計２台を使用していますが、そ
れぞれ車両の小型化で解決を図ります。

②�バス２台で市内全域をカバーしていること
から、１台で多くの箇所を回る必要が生じ
ている。そのため、乗客が乗っていない区
間が多かったり、乗車時間が長いなど、非
常に効率の悪い運行となっている。

「いきいきバス」では、利用が少ない区間をカッ
トし、利用が見込める箇所へバス停を新設す
るなど、効率的な運行を行います。
「いきいきタクシー」では必要に応じて必要な
区間だけを運行する運行方式に変えることで
効率的な運行を行います。

③�運行経費が増大してきており、今後コミュ
ニティバスを持続的に運行していくための
対策が必要である。

平成22年度に運行にかかった経費は約1,460
万円です。一方で利用者からの運賃収入は約
260万円にとどまっており、今後継続してコ
ミュニティバスを運行していくために運賃の
改定を行います。

平成18年11月に市来地域にもいきいきバスを
導入したため、運行経費が大きく増加していま
すが、近年は高止まりしている状況です。

利用者数も平成18年11月に市来地域にもいきい
きバスを導入したため、18～19年度は大きく増
加していますが、近年は減少傾向にあります。

これらの問題を解決するため、平成22年度に実施した市民アンケートや乗降調査結果などをもと
に、市民代表や関係者からなる「いちき串木野市地域公共交通会議」で協議し、新しい運行計画が
策定されました。新しい運行計画では、利用者の主な利用目的である、買い物・通院など日常生
活の交通手段としてのダイアとなっています。

万円 利用者数
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運行経費の推移

14年度　15年度　16年度　17年度　18年度　19年度　20年度　21年度　22年度
14年度　15年度　16年度　17年度　18年度　19年度　20年度　21年度　22年度

利用者数の推移

いきいきバスが変わります！
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〜新しくなる「いきいきバス」「いきいきタクシー」〜
■いきいきバス　　大人200円

■いきいきタクシー　　大人300円

　※【郊外地区】【市街地の停留所】は下の表でご確認ください。　　　
　※市街地内の移動、郊外地区内の移動はできません。
●乗降場所

・【郊外地区】では、原則、自宅前で乗降となります。
・市街地ではあらかじめ決められた停留所で乗降します。
・ご利用には予約が必要です。
・�予約がお一人だけでも運行します。他の方を集めていただく
　必要はありません。
運賃について（いきいきバス・いきいきタクシー共通）
・小学生以下は半額
・障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の提示者は半額
・１歳未満は無料
・大人1人につき、小学生未満1歳以上の子ども1人は無料

路　　線 運行日 便　　数 運行区間 従来からの主な変更点

羽島・荒川線 月・水・金
1日
2往復

「土川」
～「羽島」
～「荒川」
～「串木野駅」

・海土泊公民館まで路線が延長されます。
・市街地区間が一部短縮されます。

芹ヶ野線 火・木・土
1日
2往復

「深田」
～「芹ヶ野住宅」
～「串木野駅」
※�「深田」は予約
があった時の
み運行

・�今までの「旭・冠岳線」が「芹ヶ野線」と「冠岳
線」に分割されます。
・予約に応じて深田地区を運行します。
・市街地区間が一部短縮されます。

冠岳線 火・木・土
1日
2往復

「宇都」
～「生福」
～「袴田」
～「串木野駅」

・�今までの「旭・冠岳線」が「芹ヶ野線」と「冠岳
線」に分割されます。
・市街地区間が一部短縮されます。
・�袴田、上石野、さくらの丘（山之口）まで路
線が延長されます。

木原墓地線 月・水・金
1日
3往復

「串木野駅」
～「木原墓地」
～「市来駅」

・�木原墓地終点でしたが市来駅まで路線が延
長されます。

路　線 運行日 便　数 運行区間
川上線 月～土 1日2往復 川上方面の【郊外地区】の自宅前と【市街地の停留所】間を運行
大里線 月～土 1日2往復 大里方面の【郊外地区】の自宅前と【市街地の停留所】間を運行

路線 【郊外地区】 対象公民館

川
上
線

湊地区
平向（線路より東側）・迫・安茶・牛ノ江・
外戸

の
自
宅
前

川上地区
中組・内門・木場・平木場・舟川前・舟川後・
久福・松比良・中ノ平前・中ノ平後

串木野地域 海瀬

大
里
線

川南地区
松山・払山・松原・崎野・戸崎・堀・
平ノ木場・中原

川北地区
佐保井（市道佐保井線沿線のみ）・島内・
宇都・門前・迫田前・木場迫・中福良・
寺迫・下手中・陣ヶ迫・池ノ原

今後、『いきいきタクシー』
が運行する地区と深田地区
では、11月中旬から下旬に
かけて、説明会を開催しま
す。
開催日時は11月7日発行の

「おしらせ版」でお知らせす
る予定です。

市来地域
【市街地の停留所】
市来駅、市来郵便局
市来中前（Aコープ）
温泉センター前
市来庁舎
　　など16か所

予
約
に
応
じ
て
運
行

�



●　地域を支えるシルバー人材センター　●

　我が国においては、少子高齢化が急速に進展し、労働力人口の大幅な減少が見込まれるなかで、確かな技術と
豊かな経験を持つ元気で働く意欲のある高齢者が、福祉を支え社会を支える側にたって地域に貢献することが、
ますます重要となってきております。
　シルバー人材センターは、地域の皆様と元気で働く意欲のある高齢者との架け橋です。

シルバー見守り＆“ふれ愛”サービス事業
●高齢者等の自立生活をサポートします。
　・話し相手や外出時の付き添い、買い物、家具の移動、ごみの片付けなど
　・手すり ( 廊下・階段・トイレ・浴室など ) の取り付け、出入り口の段差解消など
　・住宅用火災警報器の取り付けも引き受けております。

●ふるさと見守りサービス
　・�故郷に居られる老親の安否確認や留守宅・田畑の清掃や草払い、お墓の掃除や草取り、花替えなども引き受

けております。

●シルバー“ふれ愛”クラブ
　�会員や地域高齢者等の交流による生きがい作りを支援します。
　・�古着等のリフォームや手芸小物作り教室、パソコンの起動から個人の能力に応じて学べるパソコン教室など

に参加されませんか。
　・育児や介護で悩む方々が相互に相談や交流をし、活力を取り戻す場としてもご利用ください。

○問合せ　�いちき串木野市シルバー人材センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
☎32-9000　FAX33-2266　ホームページ (http://www.sjc.ne.jp/kushikino/)

「10月はシルバー人材センター事業普及啓発促進月間です」

ちょっと人手がほしいとき
シルバー人材センターをご利用ください

福祉課（☎33-5619）

技能分野

● 植木剪定

●大工・障子張り

●ペンキ塗りなど

事務分野

● 文書管理事務

●宛名書・賞状書

●受付事務など

管理分野

● 駐車場・駐輪場

●施設管理

●物品管理など

軽作業分野

● 公園清掃

●草払・除草

●荷造りなど

折衝・外交分野

● パンフレット配布

●集金・配達

●店番・検針など

家事サービス分野

● 掃除・室内整理

●食事づくり

●洗濯など

地域の高齢者が長年の経験を活かしお手伝いします
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商工観光課（☎33-5638）
・�「外国通貨を買った額より高値で
買い取る」と持ちかける手口です。
過去にイラク、スーダン通貨の相
談が寄せられていましたが、最近、
アフガニスタン通貨に関する相談
が寄せられています。��
・�勧誘時には「通貨を買うことで貨
幣価値が上がり、アフガニスタン
復興の支援になる」「資源豊富な国
で、政情も安定してきたので必ず
価値が上がる」などというセール
ストークが使われています。�
・�このような手口で実際に買い取り
が行われたケースは一件も確認さ
れていません。またアフガニスタ
ンの通貨は日本の銀行では取り扱
いがなく、国内で日本円にするこ
とは極めて困難です。�
・�おかしいなと思ったら、お金を支
払う前に必ず消費生活相談窓口等
にご相談ください。

アフガニスタン通貨の買い取り話に注意！

A社からアフガニスタン通貨に関する
パンフレットが届いた数日後、B社
から電話があり「A社の資料が届いた
か？自分達の代わりにその通貨を買っ
てほしい。お礼を含めて高く買い取る」
と言われた。パンフレットの内容もよ

くわからないため断り続けていたが、電話を切ってくれな
いので「買い取ってくれるなら」と思い、A社に電話で申し
込み、130万円を振り込ん
だ。その後 B社から「もっ
と買って」という電話が何
度もあり「もうお金がない」
と答えると「生命保険を解
約しろ」「裁判にする」「お金
を取り立てにいく」と脅さ
れてとても怖かった。もう
関わりたくない。
（70歳代　女性）

第  42  号

見守り
新鮮情報

11

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）

「振り込め詐欺、振り込め類似詐欺」
　県内の振り込め詐欺は、本年７月末現在で、認知
件数13件（融資保証金詐欺７件、オレオレ詐欺３件、
架空請求詐欺３件）被害総額約2,380万円と、既に昨
年の年間被害総額（約1,800万円）を大幅に上回ってい
ます。
　また、振り込め類似詐欺（未公開株、社債、外国通
貨等の取引をめぐる詐欺）は、認知件数７件、被害総
額１億1,630万円で、被害総額は、全国ワースト５位
となっています。
振り込め詐欺に遭わないために
○ 現金を要求されてもすぐに振り込まない。一人で

振り込まない。
○もうけ話やメール請求は詐欺と疑う。
○不審な電話や郵便が届いても慌てずに。

○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

体験・実践型の防犯教室を開催
　９月27日、県警本部と防犯アドバイザーを招い
て、地区自治公民館長や地域安全モニター・少年
ボランティアな
どによる防犯教
室を開催しまし
た。施錠の徹底
や防犯環境づく
り 等 を 指 導 し、
割れにくいＣＰ
規格ガラスを使
用して破壊実演
を行い、防犯の
大切さを再確認
しました。



土地開発公社（☎33-5656）

いちき串木野市羽島 矢
や ぐ ら

倉団地
好評分譲中！！
　販売区画数4区画
1区画当り価格
　約503万円〜860万円
1区画当り面積
　約76坪〜142坪
ちなみに、１坪当り価格は
　約5.8万円〜6.6万円です。

矢倉団地位置図

羽島駐在所

羽島車庫バス停

N

羽島交流センター
市役所羽島出張所れいめい

ふれあい
公園

羽島中 羽島小

羽島郵便局

羽島市街地

羽島漁港 薩摩藩英国留学生渡欧の碑

至串木野
　市街地

県
道

萬
造
寺
斉
文
学
碑

羽
島
崎
神
社

矢倉団地

済

N

済

済済 済 済済

済

7

12

11 13

済
駐在所

羽島出張所

れいめい
ふれあい
　公園

※�ただし、市の定住促進補助制度に
より、最高226万円が補助され
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�86万円

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

いちき串木野市羽島字矢倉5195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％
羽島簡易水道（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　羽島車庫バス停まで約100ｍ
いちき串木野市役所　羽島出張所まで約100ｍ
羽島小学校まで約450ｍ・羽島中学校まで約350ｍ

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４弾

※ 分譲団地情報！第１弾の羽島松尾団地は6/20号、第２弾の市来小城団地は7/20号、第３弾の
ウッドタウン団地は8/22号の広報いちき串木野に掲載してありますので、ご覧ください。

★★約30〜40％
　　値下げしました !! ★★
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話題

まちの
平成23年度 道路愛護知事表彰

　
　８月29日、永年にわたり道路の美化清掃に努め、
その功績が顕著であるとして、生福地区公民館が、
平成23年度道路愛護知事表彰を受けられました。
　生福地区公民館の皆さんは、県道39号線沿いの花
壇の清掃などを年に数回行い、また市民体育大会前
には市民グラウンド近くの花壇の清掃を行っており
ます。
　これらの美化活動が評価され、今回の表彰となり
ました。おめでとうございます。
　また、表彰伝達式では、『共生・協働の模範となる
活動であります』との評価も頂きました。

畜産品評会開催
　

　９月８日、野元家畜市場跡地で「平成23年度いち
き串木野市畜産品評会」が開催されました。（敬称略）
●最優秀賞１席　
　第１部若雌　　はしま67302号  畜産サポート㈱
　第２部若雌　　くるみの２号  市来農芸高校
　第３部若雌　　ひかり号  市来農芸高校
　第４部高等群　市来農芸高校の組
　第５部成雌牛　さくら号  市来農芸高校
　第６部粗飼料　紙屋 司
●グランドチャンピオン賞
　くるみの２号 市来農芸高校
　また、９月16日、鹿児島中央家畜市場で「鹿児島
中央地区秋季畜産共進会」が開催され、本市から13
頭を出品しました。
　なお、10月８日に姶良中央家畜市場で「県畜産共
進会」が開催され、本市から市来農芸高校所有の「く
るみの２号」と「さくら号」が地区代表として出場
し、優秀な成績を収めました。

冠嶽園の絵はがき寄贈　

　
　本市出身で千葉県在住の鏑流馬 央（なかば）さん
から冠嶽園の絵はがき11万枚の寄贈がありました。
　この絵はがきは、冠
嶽園のほか、市内の各
公共施設において無償
配布しています。また
広報紙とともに各世帯
に１枚ずつ配布します
ので、ご活用ください。

第６回 市長旗争奪軟式野球大会

　
　９月４日、多目的グラウンドで第６回市長旗争奪
軟式野球大会が開催され、参加した９チームは熱戦
を繰り広げました。結果は次のとおりです。
●優　勝　シャークス　　●準優勝　サプライズ
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話題まちの
「第３回かごしまふるさと祭り」で観光ＰＲ

　

　９月６日から11日にかけて鹿児島市の山形屋１号
館６階で「第３回かごしまふるさと祭り」が開催さ
れ、いちき串木野ＰＲレディによる観光ＰＲやさの
さ踊り保存会による串木野さのさ踊りの披露が行わ
れました。
　また、豪華賞品が当たるクイズ大会のほか、特産
品の焼酎の飲み比べやつけあげの食べ比べも行わ
れ、多くの来場者で賑わい大変な盛況ぶりでした。

集団災害事故救急訓練

　

　９月９日、市民文化センターで市消防本部や市医
師会の連携による集団災害事故救急訓練が行われま
した。
　「救急の日」及び「救急医療週間」にあたり、地震に
より多数の傷病者が発生したと想定して、通報から
負傷者の応急処置と医療機関への搬送などの訓練を
実施しました。
　参加した医師や看護師、消防隊員は、真剣な表情
で本番さながらの熱の入った訓練を実施しました。

串木野新港で使用する
昇降タラップが贈呈されました

　
　９月９日、甑島航路で使用される昇降タラップの
引渡式が串木野新港のフェリーターミナルで行われ
ました。
  これは甑島航路に就航しているフェリーニューこ
しきや高速船シーホークの利用者の方々が、より安
全にご利用頂けるようにと、日本財団の助成を受け
て（財）九州運輸振興センターが昇降タラップを制作
し、甑島商船㈱へ無償で提供されたものです。
  昇降タラップはバリアフリー仕様になっており、
車いすの方でも安全にご利用いただけるようになっ
ています。

（社）鹿児島県電設協会による
市内公共施設のボランティア清掃

　（社）鹿児島県電設協会の会員の方々が、毎年、電
気災害防止のため、県内の社会福祉施設等の電気設
備の点検・清掃をボランティアで実施されています。
　今年は、９月14日に25人の会員の方々が、市来
高齢者福祉センターなど市内４つの施設の電気設備
の点検及び清掃を実施していただきました。
  ありがとうございました。
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話題まちの
敬老訪問

　

　

　
　
　９月15日、市内の高齢者を対象に敬老訪問を行
いました。
　市では毎年、９月１日現在で満80歳・満88歳・
満90歳・満95歳・100歳以上の対象者に長寿祝金
を贈っております。今年は689人の方にお祝いを贈
りました。
  いつまでも、元気で長生きしてください。

濱﨑シェフによる料理教室開催
　

　９月19日、本市出身でテレビ等にもたびたびご
出演されている「リストランテ濱﨑」のオーナー
シェフ濱﨑龍一氏を講師に、地元のまぐろやタコ
を使った料理教室が開催されました。
　参加者は熱心にメモを取るなど、プロの技と味
に魅せられた様子でした。
　濱﨑氏は現在地元の料理店が開発中のまぐろ料
理にもアドバイスをいただいており、11月に開催
されるまぐろ料理のお披露目となる夕食会にもお
越しいただく予定です。
　当日の料理教室のレシピは、いちき串木野総合
観光案内所のホームページ内にあるスタッフブロ
グでご覧いただけます。（http://ichik i-kushik ino.
com/）

２年ぶりのまぐろ水揚げ
　

　９月18日、串木野新港で２年ぶりにまぐろが水
揚げされました。
　水揚げされたのは、島平第一漁業生産組合所属の
遠洋まぐろ船『第２松栄丸』『第３松栄丸』が、東大西
洋で捕獲したキハダまぐろなど約65トンでした。
　クレーンで次々とつり上げられたまぐろは、ト
ラックに積み込まれ、県内
をはじめ九州各地に出荷さ
れました。
　また水揚げされたまぐろ
の一部は10月29日及び30
日に開催される、いちき串
木野づくし産業まつり～地
かえて祭り～において、「ま
ぐろの解体ショー及び即売
会」で使用されます。

▲西屋ヤヱさん

▲左から田中オサイさん、髙濵吉志さん、濵屋ユキさん

▲中山チエさん
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話題まちの
公民館対抗壮年バレーボール大会

　

　９月20日から24日にかけて、市来体育館で第32回公
民館対抗壮年バレーボール大会が開催されました。
  同大会は、日頃の運動不足の解消や親睦を深めること
を目的に開催されており、今年も選手と応援者が一体
となった試合を楽しみました。結果は次のとおりです。

　【Ａクラス】  優　勝　天神町・土橋町公民館Ａ
   　         　 準優勝　別府公民館

　【Ｂクラス】  優　勝　平佐原公民館
   　          　準優勝　崎野公民館

「第２回鹿児島県の物産と観光展」と
「かごしま焼酎を楽しむ会 In 広島」

で観光ＰＲ

　
　九州新幹線全線開業を記念して広島市の㈱福屋八
丁堀本店において、９月15日から20日まで「第２回
鹿児島県の物産と観光展」が開催されました。
　本市からさつまあげなど４社が出展したほか、観
光ＰＲとしていちき串木野ＰＲレディによる観光Ｐ
Ｒやパネル展示や、特産品が当たるクイズ大会を行
いました。
　また、９月15日に初めて開催された「かごしま焼酎
を楽しむ会 In 広島」でも観光ＰＲを実施しました。

100歳おめでとうございます

　９月21日に石川シヅさん ( 本浦東 ) が100歳の誕生
日を迎えられました。
　現在、本市の100歳以上の方は21人となり、石川さ
んには市からお祝いの花や記念品などを贈呈しました。
　いつまでもお元気で長生きしてください。

交通安全フェア in くしきの
　

　

　９月23日、交通安全フェア in くしきのが串木野
自動車教習所で開催されました。
　当日は、安全運転技能オリンピックや白バイ隊の
模範走行などが行われたほか、フリーマーケットや
ビンゴ大会などがあり、会場は賑わっていました。

▲Ａクラス 優勝 天神町・土橋町公民館Ａ

▲Ｂクラス 優勝 平佐原公民館
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おしらせ版おしらせ版

　平成23年10月１日から新たな「子ども手当」制度
が始まりました。
　９月までの子ども手当の受給者だった方も含め、
全ての方の「認定請求書」による申請が必要ですの
で、対象のお子さん（０歳から15歳になった後の最
初の３月31日まで）がいる場合、早めに申請してく
ださい。
　なお、「認定請求書」は平成23年９月まで子ども手
当の受給者であった方には10月上旬に郵送済みで
す。
● ご不明な点は、市民課市民係までお問い合わせく
ださい。

　県では、11月を不法投棄の根絶とその意識の高揚
を図ることを目的に「不法投棄防止強化月間」として
います。
　伊集院保健所管内でも産業廃棄物等不法投棄対策
連絡会議を組織し、不法投棄の防止や産業廃棄物等
の適正処理推進に取り組んでいます。
　市民の皆さまには、不法投棄が「犯罪である」とい
う認識をこの機会により深めていただき、不法投棄
の根絶へ向け「不法投棄をしない・させない地域づ
くり」への取り組みに、ご理解とご協力をお願いし
ます。

子ども手当の申請はお済みですか ?

市民課（☎33-5611）

11 月は「不法投棄防止強化月間」です

生活環境課（☎33-5614）

話題まちの

すこやかおせんしのスポーツ大会
　

　９月28日、多目的グラウンドですこやかおせんし
のスポーツ大会が開催されました。
　この大会は、高齢者クラブに加入している方が参
加しており、今年は約600人の参加者がスポーツを
通して親睦を深めました。結果は、次のとおりです。
　●優　勝　照島地区 
　●準優勝　大里地区    
　●第３位　湊・川上地区

虫追踊

　

　

　９月23日、市来地域を中心に市内各地で「虫追踊」
が奉納されました。
　虫追踊は昨年までは市来地域のみで踊られてきま
したが、今年は新たな取り組みとして串木野地域で
も踊られました。
　当日は地元の踊り子に加えて、市来農芸高校の生
徒や卒業生など約35人が踊りに参加し、鉦や太鼓を
奏でながらリズミカルで華やかな踊りを市内12か所
で奉納し、観衆の心を弾ませていました。

☆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）

��　９月９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。

峯元蓮
れ ん た ろ う

太朗くん　　・　平田　真
ま ほ

歩ちゃん

増田　夏
な つ き

希ちゃん　・　溜池　璃
り く

久くん

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、家族み

んなで歯の健康づくりに取り組みましょう。
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　いちき串木野総合観光案内所では、本市の基幹
産業である「まぐろ」をキーワードに、いちき串木野
市出身でイタリア料理店経営の濱﨑龍一シェフと市
内飲食店共同でさまざまなまぐろ料理を開発しまし
た。
　つきましては、次のとおり夕食会を開催いたしま
すので、皆さまのご参加をお待ちしております。
●日　　時　11月13日（日）�18:00開宴
●場　　所　シーサイドガーデンさのさ
●定　　員　150人
　　　　　　（定員を超えた場合は抽選となります。）
●参  加  料　2,000円
●申込期間　10月24日（月）～11月６日（日）
●申込・問合せ　いちき串木野総合観光案内所
　　　　　��　　��☎32-5256　　FAX29-3320
※�飲酒される方はお車でのお越しはご遠慮ください。

　職場の悩みについて鹿児島県労働委員（弁護士、労
働組合役員、会社経営者など）が毎月第４火曜日に相
談に応じます。労働者、事業主のどちらでも、お気軽
にご相談ください。
●日　　時　毎月第４火曜日　14:30～17:00
●場　　所　鹿児島県労働委員会（県庁15階）
●申  込  み　不要（事前予約もできます。）
●相談事例　�解雇、雇い止め、配置転換、賃下げ、

パワハラ、嫌がらせなど
●問  合  せ　鹿児島県労働委員会事務局（県庁15階）
　　　　　�����☎099-286-3943
●ホームページ�　鹿児島県労働委員会で検索

　市内の商工業、農林業、水産業等の各業界が一体
となった地かえて祭りを次のとおり開催します。
●日　時　10月29日（土）・30日（日）の2日間
　　　　��　・10月29日（土）９:00～21:00
　　　　　��・10月30日（日）９:00～17:00
●場　所　串木野新港隣接会場（西薩町）
●内　容　�味の５番勝負、地元特産品等の展示販売

やライブ、ゴーカイジャーショー、科学
実験ショー、TUNA引き大会、郷土芸能、
巡視船「とから」船内見学、赤ちゃんハ
イハイレース、健康ふれあい祭りなど。
お宝抽選会（１回300円）では、電動アシ
スト付自転車や液晶テレビ・地元特産品
が当たります。

　　　　　（周辺イベント）
　　　　　29日　愛の献血、くしきの花火大会（19:00～）
　　　　　30日　いちき串木野オールドカーフェスティバル
　　　　　両日�　濵田酒造（株）主催の新焼酎祭り
※�ゴミの持ち帰り、マイ箸、マイバッグ運動にご協
力ください。
※�串木野駅と会場を結ぶ送迎バスを、１時間おき
（８:30串木野駅発）に無料運行（臨時バス停設置）
します。

●問合せ　��いちき串木野づくし産業まつり実行委員会
事務局（商工観光課内）

●日　　時　�12月２日（金）～平成24年２月10日（金）
の毎週火・木・金（年末年始祝日を除く）
全24回��18:30～21:00

●場　　所　川内技術開発センター
●定　　員　10人（先着順）
●対 象 者　�日商簿記検定３級合格を目指す方、仕

事・進学・独立転職などで簿記の習得
を目指す方など

●受 講 料　40,000円（テキスト代含む）
●申込期限　11月25日（金）まで
●申込方法　�電話または FAX で直接申込先へ申し

込んでください。
●申 込 先　��川内技術開発センター　　　　　　　

☎22-3873���FAX20-6423

●日　　時　�11月20日（日）８:45スタート
●場　　所　チェリーゴルフ鹿児島シーサイドコース
●参加資格　本市在住または市内事業所に勤務する方
●参 加 料  2,000円（プレー代は各自負担）
●申込期限     11月10日（木）まで
●申込・問合せ　 いちき串木野ゴルフ協会事務局　

西上原（☎32-0190）まで

いちき串木野づくし産業まつり
～地かえて祭り～

商工観光課（☎33-5638）

新作まぐろ料理発表！参加者募集
～いちき串木野ならではの「まぐろ尽くしの夕食会」～開催

商工観光課（☎33-5638）

～職場のトラブルで悩んでいませんか？～
「労働に関する無料相談会」開催

商工観光課（☎33-5638）

10 月の市税・介護保険料納期

税務課（☎33-5682）

　市　  県  　民  　税　　第３期
　介　護　保　険　料　　第４期

10月31日

税金は 明るい社会を つくるもと
（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。

簿記３級講座生募集

商工観光課（☎33-5638）

第６回いちき串木野市民ゴルフ大会

市民スポーツ課（☎21-5129）
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　冠岳・生福地区の活性化及び観光振興を図る「か
んむりだけ山市物産展」が開催されます。
●日　時　11月23日（水・祝）�９:00～15:30
●場　所　冠岳花川砂防公園
●その他の催し　長崎龍踊り
　　　　　　　　田中星児ミニコンサート
　　　　　　　　柴燈護摩供養　冠嶽神社秋季例大祭等
●駐車場（各駐車場からシャトルバス運行）
　・第１駐車場（胡麻段）～串木野方面から～
　・第２駐車場（宇都）～樋脇方面から～
　・第３駐車場（多目的グラウンド東側）
　・第４駐車場（　　　〃　　　　南側）
※�会場周辺の駐車場は大変混雑しますので、第３・
４駐車場 ( 多目的グラウンド ) に駐車して便利な
無料シャトルバスをご利用ください。

　市民の健康づくりをみんなで考える機会として、
「健康なまちづくりフォーラム」を次のとおり開催し
ます。どなたでも参加できますので、多数お誘いあ
わせのうえ、ご参加ください。
●日　　時　11月11日（金）
　　　　　　15:00～16:30（受付14:30～）
●場　　所　市民文化センター
●内　　容　
　１．説明�「本市における糖尿病の現状と取組につ

いて」
　２．・講演「糖尿病の予防と治療について」
　　��・講師��公益財団法人今村病院分院　　　　　

副院長・糖尿病内科主任部長　　　　�
鎌田哲郎先生

　メタボリックシンドロームという言葉にドキッとす
る方、最近ちょっとお腹周りが気になってきたという
方にお勧めの教室です。
　健康運動指導士の中村美奈子先生が、個人のペース
にあった運動を紹介します。ぜひご参加ください。
●日時・内容

全４回コースになります。
●場　　所　串木野健康増進センター
●対  象  者　�いちき串木野市内に居住の30歳～64歳

までの方で運動が可能な方
●募集人員　�先着25人（定員に達した場合は、初めて

の受講の方を優先します。）
●参  加  料　無料
●申  込  み　�10月24日（月）から11月４日（金）までに、

健康増進課保険給付係まで電話で申し
込みください。

※�持病のある方は、主治医に相談のうえ申し込みくだ
さい。

かんむりだけ山市物産展の開催

商工観光課（☎33-5638）

健康なまちづくりフォーラムの開催

串木野健康増進センター（☎33-3450）

減
へ る し ー

る脂エクササイズ教室の参加者募集
健康増進課（☎33-5613）

《多目的グラウンド周辺》

《会場周辺》

会場　多目的グラウンドを約15分で結ぶ
大型シャトルバスを運行します。

串木野方面 樋脇（会場）方面

串木野方面 樋脇方面

【第4駐車場】
・約500台収容

【第3駐車場】
・約200台収容

会場の発着所は
こちらになります。

串木野方面からの方は、
【第1駐車場】へ
・約400台収容
・会場まで徒歩300ｍ
・高齢者、身障者優先シャトル
 バス運行

冠岳小

樋脇方面からの方は、
【第2駐車場】へ
・約200台収容
・会場まで2kｍ
・中型シャトルバス運行

（
県
道
）

（
県
道
）

会 

場

多
目
的

グ
ラ
ウ
ン
ド

回数 期　　日 内　　　 容

１
11月10日（木）
19:00～21:00

簡単体力チェックと有酸素運動
・柔軟性・腹筋チェックなど

２
11月17日（木）
19:00～21:00

栄養指導講話と簡単筋トレ
・�内臓脂肪を減らす食生活のポ
イント
・簡単筋力トレーニング

３
11月24日（木）
19:00～21:00

ウオーキングと簡単筋トレ
・ウオーキング指導
・リンパマッサージ

４
12月1日（木）
19:00～21:00

有酸素運動と簡単筋トレ
・運動の復習
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　市文化祭短歌会に出展する作品を募集します。　
●募集作品　未発表短歌１首
●申込方法　�はがきに、住所・氏名を記入して申込

先へ送付してください。
●申込期限　10月25日（火）まで
●申込・問合せ　〒896-0066
　　　　　　いちき串木野市野元20940
　　　　　　小原俊幸����☎32-3876
●作品発表及び開催場所��11月２日（水）13:00～
　　　　　　　　　　　　中央公民館
●講　　師　川野ちづゑ先生
　　　　　　（歌誌にしき江編集委員）

　市文化祭狂句・川柳会に出展する作品を募集します。
●行事名　狂句・川柳会
●日　時　11月５日（土）
　　　　　10:00～川柳会��13:00～狂句会
●場　所　中央公民館　２階小会議室
●お　題　・川柳「恩」「腕前」「涙」
　　　　　・狂句「到

ごろ

頭
いと

」「並
な

るっ」
　※各題２句以内で、どなたでも参加できます。
●問合せ　代表　石野　☎32-0075

　鹿児島調停協会連合会では、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　11月15日（火）��10:30～15:00
●相談会場　鹿児島市金生町「山形屋」１号館７階
　　　　　　「１号社交室」
●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・譲渡、金銭の貸借、土地の
境界等をめぐる民事上のもめごとや、
婚姻、離婚、夫婦関係、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　鹿児島調停協会連合会
　　　鹿児島市山下町13-47　鹿児島家庭裁判所内
　　　☎099-222-7121（内線4550）

　いちき串木野市文化祭芸能発表を市民文化セン
ターにおいて次のとおり開催します。入場は無料で
す。多数のご来場をお願いします。
●11月３日（木・祝）  10:00〜14:55
　【午前の部《予定》】
　①串木野小学校（金管）
　②市来小学校（合唱）
　③荒川民謡
　④詩吟　詩吟朗詠錦城流串木野支部
　　　　　錦城流市来道場
　⑤フラダンス　レイモミ市来
　⑥フラメンコ　ボニータ
　【午後の部《予定》】
　①琴伝流フレンズ・メイ
　②日本舞踊　ちどり会
　③フラダンス　ハナレイ・ホク☆フラ
　④奄美三味線同好会
　⑤吉田流股旅舞踊串木野教室
　⑥フラダンス　レイモミ串木野
　⑦日本舞踊　寿々英同好会
　⑧日本舞踊　丈の会
●11月６日（日）  10:00〜15:15
　【午前の部《予定》】
　①可愛山太鼓昌龍会
　②日本舞踊　錦生流
　③フラダンス　レア・さくら
　④民踊　日本民踊萩乃会
　　　　　中央地区婦人学級民踊教室　
　　　　　市来民踊自主講座
　　　　　さつき会
　⑤市レクリエーションダンス協会
　【午後の部《予定》】
　①琴城流大正琴　琴俊会
　②日高千代子バレエスタジオ
　　｢働く女性の家 ｣自主グループ ｢風舞 ｣
　③日本舞踊　花柳流　青林会
　④日本舞踊　芳瞠流
　⑤日本舞踊　荻生流　荻の会
　⑥日本舞踊　松本流　翠松会
　⑦日本舞踊　藤間流　美知絵会
　⑧日本舞踊　藤若流　恵会
『11月は「文化芸術に親しむ月間」です』

鹿児島調停協会連合会による
『無料調停相談会』について

総務課（☎33-5626）

市文化祭〔芸能部門〕プログラム

文化振興課（☎21-5113）

『茶の湯会』開催
・中央公民館２階和室　10:00～14:00

　　３日（木・祝）　表千家　茶道教室（勝田社中）

　　６日（日）　茶道裏千家

・いちきアクアホール　10:00～15:00

　　５日（土）　茶道サークル自主講座

市文化祭短歌会の作品募集

文化振興課（☎21-5113）

市文化祭狂句・川柳会の作品募集

文化振興課（☎21-5113）
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　「暮らしのガイドブック」は、市役所の窓口での手
続や行政情報のほかに、観光や特産品、イベント、
史跡、グルメ、医療機関などの地域情報を掲載した
もので、８月末から市内の全世帯に配布しています。
　配布に当たっては、共同発行事業者である㈱サイ
ネックスが配布しています
が、まだ、ガイドブックが
届いていない場合は、次の
問い合わせ先までご連絡く
ださい。
●問合せ　総務課行政係

●期　間　11月９日（水）～11月15日（火）
●全国統一防火標語
　　『消したはず　決めつけないで　もう一度』
　この時季は季節風が強く、空気が非常に乾燥するた
め火災が起こりやすくなります。
　一人ひとりが火の取扱いには十分注意して、火災を
出さないようにしましょう。

（３つの習慣・４つの対策）
●３つの習慣
１　寝たばこは、絶対やめる。
２　�ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使
用する。

３　�ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を
消す。

●４つの対策
１　�逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置
する。

２　�寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、
防炎品を使用する。

３　�火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等
を設置する。

４　�お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近
所の協力体制をつくる。　�

　※ 住宅用火災警報器の設置が平成23年６月1日
から義務付けられま
した。

　　 まだ、設置されてい
ないお宅は、早めの
設 置 を お 願 い し ま
す。

●日　時　11月13日（日）８:30～
●場　所　多目的グラウンド
●主将会　10月28日（金）18:30～
　　　　　多目的グラウンド管理棟会議室
●その他　・参加料　7,000円
　　　　　・�市内に居住または勤務されている方々

で構成されたチーム
●問合せ　福祉課　後潟　☎33-5618
　　　　　総務課　岡田　☎33-5625

　市有地を一般競争入札により売却します。
　最低売却価格以上で最高の価格をもって入札され
た方が落札者となります。
●入札物件

　※２筆まとめて購入する方に限ります。
　※�現地は、駐車場用に整地してあるので、建物等を
建築する場合は再度調査が必要です。

　※�湧水対策のため、地中に暗渠排水が設置してあり
ます。

●申 込 期 限 　11月10日（木）まで
●入    札    日　後日、申込者に直接連絡します。
●入札保証金　�入札に参加される方は、入札保証金

（900,000円）を入札前日までに納付。
●申込・問合せ　 財政課�契約管財係

第 �1回秋季職域ソフトボール大会
参加チーム募集

市民スポーツ課（☎21-5129）

市有地の一般競争入札による売却

財政課（☎33-5629）

地　　番 地　目 面　積（㎡） 最低売却価格（円）

浜ヶ城12448-1
雑種地 1,621.00 18,000,000

�� 〃 ��12449-1

「暮らしのガイドブック」を配布しています

総務課（☎33-5626）

平成��年秋季全国火災予防運動

消防本部（☎32-0119）

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント

物件

Aコープ
串木野店

国道３号　

JR鹿児島本線JR鹿児島本線JR鹿児島本線

駐車場駐車場 プリマハム㈱

串木野駅
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　市では、地域の振興と福祉の向上を目的として、
川内原子力発電所から概ね10km の圏域にある羽
島・荒川地区内において、一般電気事業者から電気
の供給を受けている世帯並びに事業所を対象に、従
来の国（県）が交付している原子力発電施設周辺地域
給付金に加算する形で、加算給付金を交付いたしま
す。

【加算給付金の内容】
１．加算給付金の交付対象
○�羽島・荒川地区内おいて、一般電気事業者（九州
電力㈱）から、給付基準日に電気の供給を受けて
いる電灯需要家及び電力需要家
○�電灯需要家：一般家庭など従量電灯、農事用電
灯（供給約款附則に定める農事用に係る需要を含
む）、時間帯別電灯（8時間型・10時間型）、季時
別電灯の電気の供給を受けているもの
○�電力需要家：事業所など深夜電力を除く各契約種
別（低圧・高圧・特別高圧）の電気の供給を受けて
いるもの

２．給付基準日　平成23年10月１日
３．加算給付金額
○�電灯需要家：�電灯契約（農事用を除く）１口当たり

の給付金額（年額3,000円）
○�電力需要家：�電力契約（農事用を除く）契約電力１

kW当たりの給付金額（年額756円）
○�農事用契約：�基準日の属する月の前12月の使用

実績に基づき、上記単価を月按分（単
価×使用月数／12か月）した金額

４．交付の時期及び交付の方法
　加算給付金は、年１回、11月下旬から12月下旬に
かけて交付します。加算給付金の交付については、
（財）電源地域振興センターの委託を受けた九州電力
㈱が給付の手続きを行うこととなっており、給付対
象者に対して事前に「いちき串木野市加算給付金振
込のお知らせ」の通知があります。
　交付の方法は、基本的に口座振込により交付しま
すが、九州電力㈱に電気料金を口座振替で支払って
いる方はその預金口座に、また電気料金をその他の
方法で支払っている方は、あらかじめ九州電力㈱へ
申出を行った預金口座若しくは郵便為替により交付
します。
　なお、加算給付金の対象でありながら、加算給付
金の振込通知及び交付の期間内に加算給付金の交付
がなかった方は、下記までお問い合わせください。
５．問合せ　政策課政策係

　町名等整理事業により、下名、上名の一部につい
て、10月11日から新たな町名に変更になったことに
伴い、法務局への住所等の変更手続きが必要になり
ます。皆さまのご理解、ご協力をお願いします。

（商業登記・法人登記は）　
　商業登記簿（会社関係）に登載の本店・支店及び役員
の住所、あるいは法人登記簿（会社を除く）に登載の主
たる事業所、従たる事務所および役員の住所について
は、鹿児島地方法務局へ変更登記の申請が必要です。

（土地・建物などの不動産登記は）
　土地登記簿・建物登記簿の表題部（所在等）は、法
務局で書き換えますので手続きは不要ですが、登記
名義人の住所変更が必要です。（早急にする必要はな
く、売買、贈与等を行う時で構いません。）
※�変更登記申請書は都市計画課でもお渡ししていま
す。また、市で発行する証明書を添付していただ
くことで登録免許税はかかりません。（登記してあ
る住所と住民票が一致していない場合、登録免許
税が課せられる場合があります。）

　農地を農地として利用するために、農地の埋め立
て・切り下げや土壌の大部分の入れ替えなどを行う
場合は、農地の形質・形状変更の届け出が必要です。
　詳細については、最寄りの農業委員または農業委
員会にお問い合わせください。

　環境保全型農業の基本である「土づくり」を推進す
るとともに、市内畜産農家が製造した堆肥の地元利
用を図るため、堆肥購入費の助成を行っています。
　申請を希望される方は審査が必要となりますの
で、必ず事前にお問い合わせください。
●対  象  者　農家台帳に記載のある農家
●対象農地　農家台帳に記載のある農地
●対象堆肥　�県へ届出を行った市内の畜産農家等が

製造・販売する完熟堆肥
●補助割合　�県指針等を上限とした堆肥購入経費の

1/4(100円未満切捨 )を助成
※牛ふん主体の完熟堆肥量（10a あたりトン数）の例

●添付書類　堆肥を購入した領収書等
　※領収書の日付は平成23年４月１日から
　　平成24年３月31日のものに限ります。
●申請期限　平成24年３月31日まで
●問  合  せ　農政課農林係
　　　　　　産業経済課農林係（☎21-5122）

原子力発電施設周辺地域加算給付金
の交付について

政策課（☎33-5634）

町名等整理事業について
～商業・法人・不動産登記について～

都市計画課（☎21-5152）

農地の形質・形状変更を行う場合は届出を

農業委員会（☎33-5647）

堆肥助成をご利用ください

農政課（☎33-5635）

単位：t/10ａ 水稲 レイシ かんきつ類
完熟堆肥量 1.5 3.0 2.0
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お　く　や　み（９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

駒　田　暢　男 88 駅 前 駒　田　節　子

長　尾　チ　カ 103 小 瀬 小　松　正　男

久　德　昌　平 86 生 野 久　德　サチ子

江　上　貞　利 88 祗園町 江　上　操　子

潟　村　英　藏 83 港 町 潟　村　信　子

平　石　フミヱ 91 浜 東 平　石　惠　三

𦥑　井　隆　子 84 麓 𦥑　井　信　隆

中　村　禎　次 76 浦和町 中　村　純　一

古　薗　正　剛 59 昭和通 古　薗　和　代

川　口　ト　ヨ 87 光瀬浦 川　口　栄　子

石　井　千　代 91 西島平町 石　井　太四郎

中　村　ヤ　ヱ 94 新 潟 中　村　貞　義

平　田　　　香 79 照島下 平　田　正　子

松　田　キ　リ 84 汐見町 恒　吉　文　子

竹　中　幸　子 85 岳 釜 竹　中　武　弘

竹　原　史　博 72 日出町 竹　原　フ　ヂ

米　園　光　雄 94 中 原 米　園　ヒフミ

森　　　豊　治 97 御倉町 森　　　ムメノ

關　　　　　凉 92 金 山 關　　　繁　樹

松　山　久　子 72 恵比須町 松　山　晴　成

脇　田　利　子 81 昭和通 脇　田　広　志

上　 　康　子 74 恵比須町 上　薗　幸　典

夏　越　イ　ツ 81 浜ケ城 東　　　泰　宏

赤　岩　刷　男 80 下 山 赤　岩　タミヱ

嶽　釜　勝　 83 浦和町 嶽　釜　エ　ミ

山　本　豐　睦 80 袴 田 山　本　凌　子

11 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 ｡

※ 詳しくは、市立図書館（☎33-5655）へお尋ねください。

コース 巡回日 コース 巡回日
１コース 11月��1日（火） ９コース 11月18日（金）
２コース 11月��2日（水）10コース 11月15日（火）
３コース 11月10日（木）11コース 11月16日（水）
４コース 11月��4日（金）12コース 11月17日（木）
５コース 11月��8日（火）13コース 休み
６コース 11月��9日（水）14コース 休み
７コース 11月11日（金）15コース 蔵書点検の為休み
８コース 蔵書点検の為休み

　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。

11 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4日 11日 18日 25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

１日 ８日 15日 －

心 配ごと
相 談 員

火 火 火 －

○ ○ ○ －

図書館臨時休館のお知らせ

文化振興課（☎21-5113）・指定管理者㈱総合人材センター

市立図書館は蔵書点検のため、次の通り臨時休館します。
●市来分館  11月14日（月）～11月18日（金）
●本　　館  11月20日（日）～11月28日（月）
※返却は「返本ポスト」へお願いします。
※ 詳しくは、市立図書館（☎33-5655）へお尋ねください。

��



（５・７・８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。）

浅尾　莉
り み か

実花ちゃん
（酔之尾東）

明るく元気いっぱいな子に
育ってね♡

父：了也さん・母：美穂さん

冨永 海
かいしん

心くん
（牛ノ江）

体も心も大きくなってね！
父：康也さん・母：智栄実さん

濵﨑　篤
あ つ と

人くん
（汐見町）

ありがとう 感謝 !!
父：洋さん・母：昌子さん

小野原　仁
に こ

香ちゃん
（日出町）

にこちゃん笑顔いっぱい
元気に育ってね♡♡

父：龍平さん・母：知代さん

軍神　はづきちゃん
（日出町）

お兄ちゃん、お姉ちゃんと
仲良くね。

父：卓也さん・母：梨奈さん

大迫　愛
あ い る

瑠ちゃん
（天神町）

お姉ちゃんと仲良く、
たくさん笑ってね♡

　父：昭人さん・母：優子さん

的場　梨
り り か

々花ちゃん
（酔之尾）

笑顔いっぱいのやさしい子に
育ってね！

　父：武徳さん・母：志穂子さん

高原　みことちゃん
（金山）

お兄ちゃんと仲良く
元気に大きくなってね !

父：和敏さん・母：加奈子さん

藤﨑　壮
そ う し

史くん
（昭和通）

元気に生まれてきて
くれてありがとう。

父：佑太郎さん・母：聡子さん

船附　心
こ は る

陽ちゃん
（元町）

元気に生まれてきてくれて
ありがとう。

父：裕二さん・母：陽子さん

野元　望
み お

央ちゃん
（元町）

元気に育ってね。
父：紀孝さん・母：ルミさん

子どもの名前 保護者 住 所

木下　敬
けい

忠 寺　村

��

寺崎　維
い ぶ き

吹くん
（駅前）

姉ちゃん兄ちゃんと
仲良く元気に育ってね♡
　父：純庸さん・母：里美さん


