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主な内容 今月の表紙
　

　

今月の表紙
潮干狩りより砂遊び
　５月の連休の頃になると、市内各地の砂浜では、
ナンゲ（ナミノコ貝）と呼ばれる小振りの貝を掘
る姿が見られるようになります。
　この日、照島海岸の近くに住む北向大隆さんも、
帰省中の孫の幸

こう

芽
が

君（２才）と一緒に潮干狩りに
訪れました。
　でも、幸芽君はナンゲ採りより遊びに夢中。穴
を掘ったり、波打ち際に遊びにいったり楽しそう。
おじいちゃんは結局一人で貝堀することになって
しまいました。

● 平成25年度 食のまちづくりの主な取組 P.2
● 海に映える赤レンガの館が新名所に P.3
● 職員によるまちづくり出前講座をご利用ください P.4～P.5
● 生涯学習講座のご案内 P.6
● 市税等の滞納整理を強化しています P.12
● 「四季のうんまかもんレシピ集」発行 P.14
● まちひと元気「農業という選択」 P.16～P.19
● まちの話題 P.21～P.24
● おしらせ版 P.25～P.29
● かわいい天使たち P.30



平成 25年度　食のまちづくりの主な取組
　平成 25年度に市民、事業者および市が一体となって取り組んだ食のまちづくりの主な取組をお知らせし
ます。

その他にも多くの取組を行いました。詳しくは市のホームページ「食のまちづくり関連」
⇒「食のまちづくり平成 25年度実績」をご覧ください。

食のまち推進課（☎33-5621）

平成 25年度　食のまちづくりの主な取組

☆焼酎で乾杯条例施行
　�　全国で初となる「焼酎で乾杯」条例を施
行しました。

☆�濱﨑シェフと地元料理店主による料理教室
開催

　�　東京南青山の「リストランテ濱﨑」のオーナー
シェフ濱﨑龍一さんと地元料理店主による料理教
室が２回行われ、受講した方に地元産食材を使っ
た本格イタリアンを教えていただきました。

☆�全国からグリーンツーリズム
　�　グリーンツーリズムで全国から 11 校の
中学生・高校生 397人を受け入れ、地域世
代間交流を行いました。

☆�観光農園連絡会発足
　�　市内の観光農園 11園は、
観光農園連絡会を発足さ
せ、来園者への情報提供や
情報発信を行いました。

☆�ブランドロゴマーク入りのポロシャツ
を作成

　�　クールビズ期間に合わせて「食のまちいち
き串木野」ブランドロゴマーク入りのポロシャ
ツを作成し、業務やイベントで着用し、ブラ
ンドマークの浸透と情報発信を行いました。

☆�地元産レシピ集「いちき串木野市　四
季のうんまかもんレシピ集」完成

　�　食生活改善推進委員、生活研究グループ、
飲食店等と協力し、本市のふるさと料理の
再現と料理方法をまとめたレシピ集を作成
しました。

☆�学校給食に地元食材使用
　�　学校給食の地元食材の使用率を高めるた
め、市民農業塾の方が生産した野菜を納入
しました。また、生福石野団地から米を、
市来農芸高校から大根を納入しました。

☆�味平かぼちゃスイーツ
完成

　�　地元産味平かぼちゃを
使ったスイーツが完成し
ました。

観光農園連絡会
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職員によるまちづくり
出前講座をご利用ください

市の職員が講師になって、出前講座を開設します。お気軽にご利用ください。
●趣　　旨
　�　「知りたい、聴きたい、学びたい」という市民の皆様の学習ニーズに応え、生涯
学習活動を支援するために出前講座を開催します。

●実施方法
　�　市内に在住・勤務・在学している５人以上の団体・グループのご要望に応じて、
申込者の希望する場所に職員が出向いて開催します。平成 25年度は 109回開催
しました。

●申込方法
　�　出前講座を希望する日の 20日前までに、「申込書」を、社会教育課（市来庁舎）
へ提出してください。「申込書」は、社会教育課と市役所関係課にあります。
　　その後、関係各課の講師と調整を行い、講座の日程を決定します。

●講座内容
　　出前講座のメニューは右ページのとおりです。
　（メニューと異なる内容をご希望の場合は、事前に社会教育課へお問い合わせください）

●開催時間・場所
　　曜日を問わず午前９時から午後９時までの間で、２時間以内です。
　　開催場所は市内に限ります。（申込者の自宅でもかまいません）
　　メニューにより日時・開催場所が制限される場合もあります。

●会場の手配
　�　会場の手配や参加者への連絡は申込者で
お願いします。

●受 講 料
　�　講師料は無料ですが、講座に必要な会場
使用料、材料費などは申込者がご用意くだ
さい。

●そ の 他
　�　この講座は、市民の生涯学習活動の支援を目的としているので、講座の内容の
ご質問やご意見は受けますが、苦情や陳情の場ではありません。ご理解のほどよ
ろしくお願いします。

※お問い合わせは、社会教育課にお願いします。

社会教育課（☎21-5128）

講座の様子
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職員による まちづくり出前講座 メニュー
平成 26 年度

講　座　名 内　　容 担　当　課 開催時期

やさしい新エネ・省エネ活用術
市が策定した新エネ・省エネビジョンをもとにした地球温暖
化の現状や家庭・事業所でできる身近な省エネ、また太陽光
発電などの新エネルギーの活用術

政 策 課 通　年

食のまちいちき串木野 食のまちづくりについて 食のまち推進課 通　年
共生・協働のまちづくり 自治基本条例に基づく共生・協働のまちづくりの仕組み、進め方

まちづくり
防 災 課

通　年
公民館未加入問題 自治公民館未加入者への取り組み等 通　年

防災について考える 災害への日頃の備えや、災害時の行動などの防災知識と自主
防災活動 通　年

交通安全教室 警察署と連携して行う交通安全教室 通　年

消費生活講座 悪質商法とクーリングオフ、クレジットや多重債務、契約に
ついての知識など身近な消費生活問題 水産商工課

通　年

いきいきタクシーの 
利用方法

市来地域（海瀬含む）を運行している、いきいきタクシーの
申込みの仕方など 通　年

いちき串木野市の観光を考える 観光の現状と今後の展開

観光交流課

通　年

薩摩ステューデントが築いた
日本の黎明

薩英戦争で西洋文明に衝撃を受け、国禁を犯してまで英国留
学に旅立った薩摩藩士等 19名の概要と彼らが築いた近代日
本の礎

通　年

いちき串木野市の農産物 本市の農産物や花や野菜などの作り方 農 政 課 通　年
合併処理浄化槽 美しい川や海を守るための合併処理浄化槽 上下水道課 通　年
都市計画マスタープラン 都市計画に関するまちづくりの方針を定めた基本計画 都市計画課 通　年
いちき串木野市の福祉 本市の行う福祉行政 福 祉 課 通　年
国保・長寿医療制度の仕組み
と本市の医療費の現状

国民健康保険・長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の仕組
みと本市の医療費の現状

健康増進課
通　年

介護保険制度 介護保険の申請・介護認定、サービス利用の方法 通　年
健康づくり 生活習慣病予防、こころ、食生活・食育等 通　年

介護予防 いつまでも自宅で暮らすために（在宅療養）、転倒防止、口
腔機能向上の体操、認知症予防 地 域 包 括

支援センター

通　年

認知症の人を地域で支えよう 身近な事例で学ぶ認知症の人への接し方 通　年
成年後見制度について 制度概要、事例説明 通　年
税金の仕組み 税金の種類と仕組み 税 務 課 ７月〜 11月
国民年金まめ知識 国民年金の仕組み 市 民 課 通　年
正しいごみの出し方 可燃・不燃・粗大・資源ごみの分け方 生活環境課 通　年
学校給食について 学校給食の目的、歴史、現状等について 給食センター 通　年
学力向上 家庭における学力向上のアイデア 学校教育課 通　年
人権教育について 人権問題に対する正しい理解と認識について

社会教育課

通　年
家庭や地域の教育力の向上 地域での具体的な取り組み等 通　年
家庭教育について 子育てや家庭の教育力の向上等について 通　年
青少年の健全育成 地域の子どもを地域で育てる仕組みづくり 通　年
社会教育関係団体の活性化 PTA・子ども会等の組織や活動の在り方 通　年
いちき串木野市の文化財 市内の文化財の紹介 通　年
考古学入門 遺跡から出た遺物を中心にした親しみやすい考古学 通　年
我が家の防火 出火防止対策、消火器の取り扱い等

消 防 本 部

通　年
救急法講習会

（３時間未満コース）
講義主体で学ぶ心肺蘇生法（ＡＥＤの使用法、異物除去法を含
む）、やけどや熱中症などのケガや病気に対する応急手当の方法 通　年

救命入門コース
（１時間 30 分コース） 実技主体で学ぶ心肺蘇生法（ＡＥＤの使用法を含む） 通　年

普通救命講習会
（３時間コース）

実技主体で学ぶ心肺蘇生法（ＡＥＤの使用法、異物除去法を
含む）、止血法　※修了証を交付します 通　年

☆メニューと異なる内容をご希望の場合は、事前に社会教育課へお問い合せください。

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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生涯学習講座（自主講座）のご案内平成 26 年度
　市内では、公民館講座から自立された、たくさんのグループが自主講座として活動しています。
　生活の充実や健康増進・生きがいづくりのために、参加してみませんか。

講　座　名 開講場所 開講予定日 時　間
シルバー音楽教室
（童謡・唱歌等懐かしい歌を歌いましょう） 串木野高齢者福祉センター 毎月1回（第3水曜日） 10：00〜 11：30

女声合唱団コールあじさい
（楽しく合唱の練習をしています） 市来地域公民館 毎月3回（第1･2･3火曜日） ９：45〜 11：30

串木野古文書会（「入来定穀日誌」の生活をもと
に、楽しく検討しています） 中央公民館 毎月1回（第4土曜日） 10：00〜 12：00

大正琴湊グループ
（興味のある方、一緒に楽しみましょう） いちきアクアホール 毎月2回（第1･3金曜日） 13：30〜 15：30

生花　池坊（お花で心をいやしてみませんか） 市来地域公民館 毎月1回（第２火曜日） ９：30〜 11：00
茶道自主講座（気軽にお茶を楽しみませんか） 市来地域公民館 毎月2回（第1･3水曜日） 13：30〜 15：30
アートフラワー
（布を染めて自分だけの花を作りましょう） 市来地域公民館 毎月1回（第4火曜日） 13：00〜 16：00

市来コーラス（女声コーラスグループです。一
緒に歌いましょう） 市来地域公民館 毎月4回（毎週水曜日） ９：30〜 12：30

油絵講座（初心者・経験者大歓迎。個性を大事に
和気あいあいです） 市来地域公民館 毎月1回（第2木曜日） ９：30〜 11：30

古文書に親しもう
（古文書解読から史跡見学まで学びます） いちきアクアホール 毎月1回（第3土曜日） 10：00〜 12：00

市来渚ハーモニカクラブ
（ハーモニカを楽しみませんか） 川北交流センター 毎月2回（第1・3土曜日） 10：00〜 12：00

レクリエーションダンス
（音楽に合せて体を動かしましょう） いちきアクアホール 毎月4回（毎週火曜日） 20：00〜 21：30

ヨガ講座（ヨガで心も体もリフレッシュ） 市来高齢者福祉センター 毎月2回（第2･4木曜日） 13：30〜 14：30
湊健康体操（健康体操で、からだづくり） いちきアクアホール 毎月2回（第1･3木曜日） 20：00〜 21：30
民　　踊（楽しく踊りましょう） いちきアクアホール 毎月2回（第2･4木曜日） 20：00〜 21：30
コーラスはまゆう
（女性・男性問わず歌いましょう） 市来地域公民館 毎月2回（第2･4水曜日） 13：30〜 15：30

絵画教室（油絵描画をしています） 市来地域公民館 毎月1回（第3土曜日） 13：30〜 15：30
盆栽同好会
（お互いの盆栽を持ち寄り、手入れを学びましょう）薩摩金山蔵 毎月2回（第2･4金曜日） ９：30〜 11：30

　※受講料等は、各講座で異なります。また、会場・予定日等は変更になることがあります。
○　申込方法
　①�社会教育課、中央公民館、アクアホールに下記の「受講希望申込書」を直接、または郵送で６月６日（金）
までに提出してください。

　②�受講希望申込書を社会教育課で取りまとめ、各講座責任者に渡しますので、加入手続等は、各講座と直
接していただくことになります。

○　問合せ
　社会教育課　☎21-5128　　〒899-2192　湊町１丁目１番地

受講希望申込書 
（切り取り線）

氏
フリ

　　　名
ガナ 住　所　（〒　　　　　　　　） 公民館 年齢 電話番号

いちき串木野市

受�講�希�望�講�座

○　自主講座一覧　（対象者は市内に居住する方）
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串木野健康増進センター（☎33－3450）

歯周病と身体の関係
健康なまちづくりシリーズ

●歯周病とは
　歯周病とは、歯と歯を支える歯ぐきや骨（歯槽骨）におこる病気で、歯肉炎と歯周炎があります。
　初期には歯ぐきの腫れや出血が見られますが（歯肉炎）、そのまま放っておくとやがて歯を支
えている骨が溶けて、歯がぐらつくようになり、抜けてしまうこともあります（歯周炎）。
　歯周病は成人のおよそ８割がかかっており、むし歯とならんで歯を失う原因になっています。

　歯周病検診
　40・50・60・70歳の節目年齢（平成 27年４月１日現在）の方を対象に歯周病検診を実施し
ています。対象の方には文書でご案内します。この機会にぜひご利用ください。

　歯周病は重症になるまで自覚しにくい病気です。定期的に診察を受け、歯と歯ぐきの変

化をチェックしてもらいましょう。

（鹿児島県ホームページより）

＊ストレスや喫煙などは、歯周病の進行に影響します。

　歯周病によって歯周組織が破壊されると、歯周病菌は血管を通して体内に入りやすくなります。歯周病菌
が血液を通して全身を巡り様々な影響を及ぼします。

歯周病と全身との関係歯周病と全身との関係

血管内に侵入した歯周病菌が原
因となって、動脈硬化をおこし
ている血管を狭める作用を促進
すると考えられています。

動脈硬化 物忘れが病的になった状態で
す。認知症には、何らかの原因
で脳が萎縮するアルツハイマー
型と、脳卒中の後遺症としてお
こる脳血管性があります。脳卒
中は動脈硬化が脳血管でおこる
ものなので、歯周病を防いで動
脈硬化のリスクを減らすこと
が、脳血管性の認知症のリスク
を減らすことになります。

認知症

口の中の細菌が気管に入り込
み、肺炎にかかることがありま
す（誤

ごえんせいはいえん
嚥性肺炎）。夜間の誤嚥

は健康な人でも 10％、脳梗塞
の人では 90％というデータも
あります。高齢者・寝たきりの
人や、脳卒中の後遺症などで飲
み込む力が低下しているとおこ
りやすくなります。

肺炎

肥満の人は歯周病にかかりやす
いという疫学データが報告され
ています。

肥満

歯周病がある妊婦さんは、おな
かの赤ちゃんが小さく生まれた
り（低体重児出産）、早産とな
るリスクが高まることが知られ
ています。

低体重児出産・早産

手や足の指先が青紫色になって
強い痛みがおこり、潰瘍や細胞
死（壊死）をおこす病気です。
喫煙者に多く、患部の血管から
歯周病菌が検出されています。

バージャー病

心臓の筋肉に栄養を送る冠動脈に
動脈硬化がおこり血管が狭くなっ
たり（狭心症）、詰まる（心筋梗塞）
ことでおこる心臓病です。

狭心症・心筋梗塞

心臓の弁に歯周病菌が感染して、
心内膜炎がおこることがありま
す。心臓弁膜症など、基礎的な
病気がある人は要注意です。

心内膜炎

糖尿病は血糖値が高い状態が持続
しておこります。高血糖が続くと、
感染しやすかったり、傷が治りに
くかったりするため、歯周病にも
かかりやすくなります。

糖尿病

女性に多く、骨密度が低くなる
病気です。女性ホルモン（エス
トロゲン）の減少が関与し、骨
折しやすく、高齢者の寝たきり
の大きな原因となっています。
骨粗しょう症は歯周病の直接原
因ではないですが、カルシウム
摂取量が少ないと、歯を喪失し
やすいことが報告されています。

骨粗しょう症
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　平成26年４月１日から平成29年３月31日までの間に、自ら居住するための住宅を新築・購入
された市外からの転入者で、市民として10年以上居住する意思のある方を対象に補助金を交付し
ます。� ※２の定住促進補助金との併用はできません。

　次の４つの定住促進分譲団地を購入された方で、市民として10年以上居住する意思のある方を
対象に補助金を交付します。（市内に今お住まいの方もご利用できます。）

最高50万円

土地

最高100万円

最高240万円＋ ＝＋

最高90万円

最高50万円

＋ ＝

最高30万円

最高80万円

１．転入される方へ朗報～補助制度ができました
� 転入者住宅建設等補助金（平成 28年度までの期間限定）

２．定住促進補助金

※詳しくは、市ホームページをご覧になるか、政策課政策係（☎ 33-5634）へお問い合わせください。

①新築・中古住宅の購入金額の５％を補助（上限 50 万円注）
②中学生までの子ども一人につき 10 万円補助（上限 30 万円）

①住宅の新築資金の５％を補助（上限 50 万円）
②中学生までの子ども一人につき 30 万円補助（上限 90 万円）
③土地購入補助金（平成 19 年４月１日以降に購入された土地が対象）
　定住促進分譲団地に住宅を新築した方に土地購入資金の 10％を補助（上限 100 万円）

ウッドタウン団地 36 区画 市来小城団地 16 区画 羽島矢倉団地 ４区画 羽島松尾団地  1 区画
約 480万円～ 640万円 約 550万円～ 780万円 約 503万円～ 860万円 337.6 万円
（約 64坪～ 84坪） 約 72坪～ 103坪 約 76坪～ 142坪 82.84 坪
最高 204万円の補助あり 最高 218万円の補助あり 最高 226万円の補助あり 最高 173万円の補助あり

転入や新築をご検討の方へ

NEW

家

家

中学生までの
お子様

中学生までの
お子様

注�市中心部の補助額は上限 30 万円に
なります

※市中心部・・・
○串木野地域　大原地区、中央地区、
本浦地区、野平地区（深田下を除く）、
上名地区の一部、照島地区（海瀬を除く）
○市来地域　　湊地区の一部、湊町地
区、川北地区の一部、川南地区の一部
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介護保険住宅改修費の一部支給について
健康増進課（☎33-5673）

　要介護（支援）認定者が、自宅に手すりの取付、段差の解消などの住宅改修をす
る場合、20万円を上限に費用の９割分が支給されます。支給申請については【償
還払方式】、【受領委任払方式】のいずれかを選択できます。
　住宅改修費の給付を受けるには、必ず改修工事の内容についてケアマネージャー
と相談のうえ、下図①～⑦のとおり工事着工前に申請手続きを行ってください。
　なお、【受領委任払方式】は、ページ一番下の市に登録された登録事業者に限ります。

○介護保険住宅改修費手続きの流れ

○登録事業者（受領委任払方式が可能な事業者）

○対象工事例

　①ケアマネージャーに相談
　 ➡
　②施工業者の選定、見積もり依頼
　 ➡
　③市役所介護保険係へ事前申請
　 ➡
　④工事の着工、完成
　 ➡
　⑤工事代金支払い
　 ➡
　⑥市役所介護保険係へ事後申請
　 ➡
　⑦住宅改修費の支給

住宅改修工事代金支払い方法
【償還払方式】 【受領委任払方式】

施工業者は
自由に選べます

施工業者は
下記の登録事業者のみ

工事費全額を施工業者に支払
います

工事費の１割分を施工業者に
支払います

20万円の工事の場合
20万円業者に支払います

20万円の工事の場合
２万円業者に支払います

ご利用者本人に直接
市から９割分支払われます

施工業者へ直接
市から９割分支払われます

20万円の場合、18万円です 20万円の場合、18万円です➡

➡

➡

介護保険住宅改修費の一部支給について
家に手すりを
付けたい…
家の段差
どうにかせんと…

● 工事の前に給付の対象となるかどうか
を、ケアマネージャーに相談しましょう

事　業　所　名 電話番号 事　業　所　名 電話番号 事　業　所　名 電話番号
㈱石原建設 36-2207 ㈲前田金物店 32-3137 ㈲久木山建設 32-3663
㈱植村組 099-229-1111 ㈲ユリ産業 22-1667 束田建材㈱ 22-7271
㈱西別府弘組 32-3404 ㈾下麦建材店 23-3333 大庭建築 32-9805
㈱本田建設 36-2285 ㈲南州メディカル 099-274-7273 ㈲有村工務店 35-1142
木場建築 36-4395 前田工務店 36-2530 ㈱サポート・ケア 21-1808
高橋建築 32-6340 ㈱吉満組 22-3930 山之口建築 32-3186
テクノ住設 32-6213 和田建築 32-7485 ㈲須納瀬設備工業所 32-2609
三輪工務店 36-3331 住まいるライフ㈱ 099-822-0137 ㈲ハマベ鉄工設備 35-1322
㈲上原施設 36-4703 南日本てすり販売㈱ 099-285-0580 坂ノ上工務店 36-2620
㈲バリアフリーホーム 099-206-3433 川口建築 35-0191 松田設計 080-1750-3533
㈲古川建設 32-2867 ㈱大久保電気 25-3385 川﨑産業株式会社 32-2726
㈲安栄 33-6302 中木屋建築 33-1817 ㈱タクマ建設�北薩営業所 23-4040
㈱カクイックスウィング
川内営業所 21-1513 ㈳いちき串木野市

シルバー人材センター 32-9000 ダスキンヘルスレント
薩摩ステーション 099-295-3561
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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】

まちづくり防災課（☎33-5631）5月号

【問合せ】　いちき串木野地区防犯協会（いちき串木野警察署内）　☎32－9710

春の地域安全運動が実施されました

地域安全モニター委嘱式

　安全・安心な街づくりをめざして、春の地域安全運
動（４月６日〜４月 15日までの 10日間）を実施し
ました。
　住民への周知徹底を図るため、運動前の４月４日に
出発式を実施し、４月８日に大型販売店で買い物客に、
４月 10日にはＪＲ串木野駅で通勤、通学客にチラシ
等を配付しながら、万引き、振り込め詐欺等の犯罪被
害防止を呼びかけました。

　出発式の後、地域安全モニター、少年
ボランティア、青パト隊が参加し、パト
カーを先頭に青パト隊が地域の安心・安
全を願い広報活動を実施しました。

　地域安全モニターの委嘱替えに伴い、本年度から
２年の任期で、25 名の方々に委嘱され、春の地域
安全運動出発式において、　委嘱式が行われました。

地域安全モニターとは？
　市や警察などの関係機関・団体が連携しながら、
地域住民の身近なところで発生する事件や事故など
の被害防止活動に努め、情報や要望、相談等を取り
まとめ、関係機関・団体への申し入れを行い、安全
で住みよいまちづくりのための活動をしています。

○春の地域安全運動重点項目
　・子ども・女性と高齢者の犯罪被害防止
　・万引き事案の防止

受持交番等 氏　　名 受持交番等 氏　　名 受持交番等 氏　　名

串木野駅前

坂　口　幸　一
串木野駅前

松　下　　　泉

市　　来

石　神　斉　也
堀　江　真知子 岡　本　恒　雄 内　田　政　司
島　津　知　道 佐　川　　　功 濵　田　　　尚
安　藤　義　明

羽　　島

松　嵜　幹　夫 宇　都　栄　一
岩　崎　裕　孝 藤　崎　　　貢 本　田　和　幸
祐　下　郁　男 繁　田　耕　一 坂　元　伸　充
植　村　一　統 萩　元　惟　士 中　池　鉄　也
山　下　二直男 新　村　政　廣 諏訪園　　　耕
三　本　弘　康

◆地域安全モニター（敬称略）

地域の安全に関わる情報や要望などありましたら、地域安全モニターへお知らせください。
各地域の皆さんのご協力をお願いします。
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　土川地区の自衛防火組織として、地区内の火災
予防活動などを続けてきた土川地区婦人防火クラ
ブ（23名）が、メンバーの高齢化などのため３月
末で解散し、その 30年以上にわたる活動の労を称
え４月 15日に市長から感謝状が贈られました。
　土川地区は結成後間もない昭和 61年に、６棟が

　土川地区の塩屋夕子さんは
100 才という御年ですが、か
つて土川婦人防火クラブで活
動したこともあります。100
才を迎えた日、会員も駆けつ
け一緒にお祝いしました。

　危険物は、その取り扱
いを誤ると、引火・爆発
のおそれがあり、火災等
の災害につながります。
　これらの災害を防止す
るため、次のことに注意
しましょう。

○�家庭では、火気の近くで危険物を使用しないな
ど、危険物の取扱いには十分注意する。
○�危険物を貯蔵・取扱う事業所では、法令違反がな
いように自主点検を励行するなど、保安体制を徹
底する。
※�　一定数量以上、危険物を貯蔵・取扱う場合は、
消防署へ届出や許可等が必要になります。
　�詳しくは、消防本部予防課危険物係（☎ 32-0119）
またはいちき分遣所（☎ 21-5077）にお尋ねく
ださい。

　危険物の取扱い作業に従事している危険物取扱
者は次のとおり受講してください。
○対象者および受講期限
　（１）�継続して危険物の取扱い作業に従事してい

る場合　→前回の講習受講日以後における
最初の４月１日から３年以内

　（２）�新たに危険物の取扱い作業に従事した場合
→従事することとなった日から１年以内

　（３）�新たに危険物の取扱い作業に従事した場合
で、過去２年以内に免状の交付を受けてい
るか、講習を受講している場合

　　　 �→免状交付日または前回の講習受講日以後
における最初の４月１日から３年以内

○受講日
　�７月４日から10月31日までの間、県下各地にお
いて開催されます。

○受講申請書の受付期間
　６月２日（月）〜６月23日（月）（郵送の場合消印有効）
○受講申請書の受付場所
　�一般社団法人　鹿児島県危険物安全協会（土・日
曜日除く）
　※�受講申請書は消防本部およびいちき分遣所に
あります。

30 年の活動に区切り　～土川地区婦人防火クラブ解散～

婦人防火クラブの大先輩をお祝い

平成 26年度
危険物取扱者保安講習

６月８日～14日は
危険物安全週間です

被害にあう大火事に見舞われましたが、その際も
バケツリレーで初期消火にあたり活躍されました。
　その後も消防学校などで研修を重ね、防火啓発
活動にも積極的に取り組むなど、地区の防火意識
の向上に努めてこられました。そのような活動の
甲斐もあって、土川地区の防災意識は高く、住宅
用火災警報器も全戸に設置されているそうです。
　代表の塩屋スミ子さんは、「消防署から土川地区
は遠い。高齢化のため、ケジメとして会は解散す
るが、防火意識向上のため、今後も地区に働きか
けていきたい」と話されました。
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市税等の滞納整理を強化しています
　税金は、市民の皆様が安心して暮らしていく
ための大切な財源です。市税を滞納すると督促
料、延滞金も併せて納付することになり経済的
にも不利益が生じます。
　本市では、税負担の公平性を確保するため、
国税庁ＯＢを滞納整理指導官に迎え、市税等の
滞納整理を強化しています。

○財産差押えの強化
　再三の納付催告（催告書、電話、訪問等）に
もかかわらず、納税相談もなく納税に誠意がみ
られない、あるいは納税を拒否する、納税誓約
を守らない滞納者などに対し、捜索（※１）を
含め、財産調査を徹底して行い、預金や不動産
のほか、給与や生命保険、自動車、動産（※２）
などの差押えを強化しています。
※１　�滞納者の住居や店舗などに立ち入り、差

押えるべき財産を捜すことで、相手の意
志にかかわりなく行うことができる強制
調査。昨年度は５件実施。

※２　�日常生活に不可欠な衣服や家具など、法
律で差押えが禁止されているもの以外の
もので、テレビ等家電製品、腕時計等生
活用品など。

○差押えた動産や不動産はどうなるのか？
　滞納処分として差押えた動産や不動産は、イ
ンターネット公売、県・市町合同公売会、不動
産公売会等で公売され、その代金が滞納してい
る税金に充てられます。

○滞納者への行政サービスの制限
　市では、納税者の公平性を確保するため、滞
納者に対し、行政サービスの制限を設けていま
す。例えば、市営住宅の新規入居の制限、子育
て支援金等補助金の交付制限、国民健康保険証
の有効期限の短縮、高額療養費の支給制限など
です。

○安心便利な口座振替を
　口座振替制度は、税金等の納め忘れがなく、
納期ごとに納めに行く手間がかからず便利で
す。
　申し込みは簡単。口座振替を始めたい納期月
の前月 20日までに通帳と届出印を持って、市
内の各金融機関で申し込んでください。

●県・市町合同公売会（平成 26 年１月実施）

●捜索（動産等差押の場合）

★平成 25 年度の主な滞納処分★
・預貯金差押　337 件
・生命保険差押　３件
・給与等その他の債権差押　115 件
・不動産差押　24 件
・捜索＜動産差押＞　５件

納付が困難な場合や、
分割納付を希望される
場合にはまず連絡を !!

納期限内の自主納付にご協力ください

問合せ
税務課収納係　☎ 33-5615（直通）
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No.71

　本市に 43 名の教職員が転入し、４月 10 日に転入教
職員の研修会が行われました。
　研修では、本市に早く慣れてほしいと、文化センター、
多目的グラウンド、冠嶽園、観音ヶ池市民の森など市内
の名所や施設を巡りました。
　その後、場所を研修会場に移して行われた研修会では、
転入者を代表して串木野西中学校の石塚俊郎校長が「市
内各地の素材を教育に生かし、いちき串木野の子ども達
のために、精一杯努力します」と抱負を述べました。
　田畑市長からは「未来の宝である子ども達の健やかな

成長のために、地域に溶け込み保護者と連携して、情熱と愛情を
注いでほしい」と激励がありました。
　交流会では、特産品のまぐろの甲焼きやつけあげ、サワーポメ
ロなどで歓迎しました。
　今年新規に事務職員として採用され、初任地が羽島中学校と
なった渡邊祐大先生は、「今日の研修で学んだいちき串木野の素
晴らしさを子ども達にも伝えていきたい。子ども達が安心して勉
強に取り組めるよう頑張る」と抱負を述べました。

　警察庁の調べによると、小学生が歩行中に死傷した交通事故は、小学１・２年生は５月から急
増する傾向にあります。74％は、下校時間以後に発生し、飛び出しと横断違反が目立っています。
継続した安全指導が必要です。次のような登下校中の安全対策を親子で話し合いましょう。

・交通ルールを守らせる
・「いかのおすし」を徹底させる
・不審者情報はすぐに知らせる
・通学路を親子で歩き、危険箇所を把握する
・防犯ブザーの常時携帯と定期的な点検も心がける　などが考えられます

～スクールカウンセラー相談事業のご案内～
　本市では、市内の小・中学校にスクールカウ
ンセラーを派遣しています。
　子ども達の悩みだけでなく、いじめ、不登校、
友人関係、学習意欲などスクールカウンセラー
に気軽に相談してください。
　相談は相談室等で行われ、相談内容の秘密は
厳守します。
　心理面を中心に、これまでも多くの相談が行
われていますので積極的に制度を御活用くだ
さい。相談をご希望の方は、各学校に直接お問
い合わせください。

スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）事業のご案内
　ＳＳＷは、いじめや不登校等、児童生徒が抱
える問題行動の背景にある心理面や家庭、友
人、地域などの環境に働きかけ、児童生徒・保
護者への支援を行うものです。
　これまでも家庭、学校、関係機関と協力して
子どもの健やかな成長に努力してきました。
　本市では、市内全小・中学校を対象に３人の
ＳＳＷを配置しています。相談したいときは、
電話で各学校または学校教育課にお問い合わ
せください。
　なお、相談内容の秘密は厳守します。

新任の先生、本市教育の充実・発展を誓う　～平成26年度転入教職員研修会～

「危険から身を守る力」を身につけさせましょう。

子どもさんのことを一緒に考えましょう

宣誓する荒川小学校の岩井田貢校長

交流会では大きなまぐろの甲焼きが先
生方をおもてなし

【問合せ】学校教育課　☎21-5127

登下校を安全にするために
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たけのこの木の芽あえ 生わかめとキャベツの
おかかごま酢あえ

材料（２人分）
たけのこ……………………85g
のびる………………………10g
ほうれん草…………………35g
イカ…………………………35g

　�酢…………………小さじ２
Ⓐ�みそ……………………20g
　�砂糖……………………10g
木の芽…………少々

材料（２人分）
生わかめ…………� 50g
キャベツ…………150g
削りカツオ…………�5g

　�すり白ごま………大さじ1/2
　�酢…………………大さじ1
Ⓐ�砂糖………………小さじ2
　�薄口醤油…………小さじ2
　�塩…………………小さじ1/8

❶�たけのこは1ｃｍ角に切り、のびるは一本をひとまとめ
に結う。イカも１ｃｍ角に切り、さっとゆでて冷ます。

❷ほうれん草はゆでてしぼり、細かく切る。
❸�すり鉢に木の芽とほうれん草を入れてすってから、Ⓐを
混ぜ合わせ❶を和える。

❶�キャベツは沸騰湯でさっとゆで、ザルに引き上げ冷まし、
せん切りにする。

❷�生わかめも沸騰湯で色よくゆで、ザルに引き上げ冷まし、
ざく切りにする。

❸Ⓐの調味料をボウルで混ぜ合わせる。
❹小鉢にキャベツとわかめを盛り付け、調味料をかける。
　削りカツオを上からふりかける。

【１人あたり】
エネルギー…………� 69kcal
たんぱく質……………� 5.6g

脂質……………………� 0.7g
炭水化物………………�10.8g
食塩相当量……………� 1.2g

【１人あたり】
エネルギー…………�87Kcal
たんぱく質……………� 5.1g

脂質……………………� 4.1g
炭水化物………………�10.2g
食塩相当量……………� 1.7g

四季のレシピ集から春の２品をご紹介　低カロリーで食物繊維も豊富な手軽にできるレシピをご紹介します。

手に取ってご覧ください !　－レシピ集は次のところにあります－
市内の各スーパー・さのさ館・季楽館・照島海の駅・シーポイント・うんのもん・市来えびす市
場・御食事処ぎおん・創作料理博・居酒屋酔匠の里・カフェさくら・シーサイドガーデンさのさ・
吹上浜荘・観光案内所・JA串木野支所・JA市来支所・JA羽島支所・JA生福支所・農政課・農
政課耕地分室係（市来庁舎）� ※レシピは市ホームページにも掲載してあります。

「四季のうんまかもん
レシピ集」 発行

農政課（☎33-5635）
　食生活をめぐる環境が大きく変化し、地域の食文化や伝統的な
郷土食が失われつつある中、四季折々の地元の豊かな農林水産物
を使用したレシピ集を発行しました。
　市、生活研究グループ員、食生活改善推進委員、飲食店、漁業
関係者の方がレシピの選定や試作を重ね、約１年かけて作成しま
した。
　地元産の「生産者の顔が見える安心・安全な食材」を使った、
昔から伝わる行事食や郷土料理、また現代風にアレンジした簡単
な作り方や新しい食べ方を紹介しています。
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まぐろ、焼酎、つけあげ、ポンカンなどの美味しい、たくさんの
食に恵まれる中で、食のまちづくりを進めているいちき串木野市
の食に関わる情報をお伝えします。 食のまち推進課（☎ 33-5621）

食の情報室

　　　食生活改善推進員から　� 　のご案内　　　

　私たち食生活改善推進員は市来保健センターで、どな
たでも参加できる簡単クッキング教室を開催しています。
　キッズスペースもあるので子連れの方でも安心して参
加できます。また、若い男性の方の参加をお待ちしてい
ます。
○簡単クッキング　●毎月第２土曜日　９：30 ～
　　　　　　　　　●参加費　500 円
　　　　　　　　　●問合せ　090-8398-4066
　　　　　� （食生活改善推進員　加治屋まで） ピンクのエプロンがトレードマーク

６月は食育月間です
　近年、社会が豊かで生活が便利になる一方で、
食生活の乱れによる肥満や生活習慣病の増加が
問題となっています。
　市の食生活改善推進員は、市民が健全な食生
活を実践できるよう料理教室や栄養指導などの
食育活動に取り組んでいます。

「もっと食べることに関心をもってもらいたい」
　そう話してくれたのは、市食生活改善推進員の小橋口さんと加治屋さん。
　料理教室に参加した子どもから「おにぎりはコンビニで買うものなんでしょ」と言われ、驚いた
ことがあるそうです。将来を担う子どもにとって「食」は心や体の成長に非常に大切なものです。「家
族全員で食に関心を持ち、小さいころから子どもに食の情報や大切さを教えていく必要がある」と
話されました。また、「いちき串木野市には、旬の野菜や新鮮な魚がたくさんある。旬の野菜は栄
養価が高いだけでなく経済的。ぜひ旬のものをたくさん食べてほしい」と話されました。

「子育ては台所で」
　加治屋さんは子どもに食事の手伝いだけではなく学校の宿題も台所でさせていました。そのおか
げで、子ども達が自立した後も「お母さんがしていたのを覚えているから」と、自然に自炊などが
できるようになったそうです。
　見たり聞いたり触ったり嗅いだり味わったりと、五感をフルに活用して体験できる台所は、自然
と生きる力や知恵が身につきます。「危ないから」と台所から遠ざけるのではなく、子どもと一緒
に体験する場所にしてみるのもいいかもしれませんね。

第2回 「食」について考える

簡単クッキング教室
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　市内のとある広い畑。県内でも珍しい本格
的なレタス栽培に取り組む若者たちがいちき
串木野市にはいます。
　黙々と作業する彼らは新規就農者。1年前
に農業を始め、今年初めて収穫を迎えました。

　収穫は、包丁でレタスを根元から切り、切り口
から出る汁でレタスが変色しないように、１個１
個丁寧に水で切り口を洗います。
　また、少しでも虫に食べていられそうだったり、
傷みがありそうなものは、容赦なく包丁で二つに
割って捨てます。何だかもったいない気もします
が、品質がそのまま市場や取引先の信頼につなが
るだけに作業は気が抜けません。収穫したレタス
はその場でケースに詰めてすぐに出荷です。

農業の魅力
　昨年、新規就農した人は西中間さん、出口さん、
窪田さん、松田さんの４人。就農した理由は、「農
業は地に足がついた仕事をしていると感じる」「農
業は自然相手なのでこうすれば 100％というのが
ないのがいい」「他の産業にはない魅力がある」
など、自然を相手にすることが楽しみや喜びだっ
たり、「農業は収入が選べる」「農家カフェを開き
たい」など自分の目標や夢を叶えるためだったそ
うです。そのため脱サラし、農家への道を選択し
ました。

不安はある
　いちき串木野市に転入する前に長野県の農業法
人で働いていて、今回独立した松田健さん以外の
３人は、本格的に農業をするのは初めて。転職に
迷いはなかったものの、収入面の不安は付きまと
うと言います。育成がうまくいくか、こんな時は
どうすればいいのか、技術やコツといった面でも
不安があります。
　また、栽培のほか、資材の手配や集荷場までの
運搬もしなければならない。物産館やスーパーに
納入するときは、ラップで一個一個包装する作業
もあり、必ずしも栽培だけしていたらいいという
わけではないようです。

シリーズ　まち・ひと元気⑭
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レタス栽培への特化
　当初、松田さん以外の３人は少量多品目を栽培
しようと考えていましたが、今年１月、本市と青
果卸の㈲かねやまとの間で、野菜の生産や出荷に
関する協定を結んだことで、考えが変わります。
　業務用のレタスを大量に必要とする同社の需要
に応える形で、松田さん以外の３人もレタス中心
の栽培へ転換しました。
　松田さんは「単品だと効率化を図りやすい」と
栽培品目をレタスに絞るメリットを話し、多品目
を栽培すると、資材や労力、栽培知識・情報もそ
れだけ必要になり、収益をあげることの大変さを
挙げます。
　また、同社が市来に集荷場を設置したおかげで、
わざわざ鹿児島市までレタスを運ぶ手間が省ける

ようになりました。
レタス栽培に初めて
取り組む出口さん
は、「空いた時間は
栽培に集中して取り
組めるので助かる」
と、技術や知識の習
得に余念がありませ
ん。

「売ってこその農業」
　松田さんは、長野県の農業法人で売り上げを 5
倍以上に伸ばした自らの経験から「作ってなんぼ
の農業はわがままだ」と言い、農業で生計を立て
ようとしたら、需要を考えて作ることの必要性を
説きます。
　通常、レタスは長野県など涼しい地域で夏に多
く作られていますが、「厳冬期の１～ 2月は栽培
が難しい時期で、他の人が作らないこの時期にど
れだけ作れるかが大事」と話します。
　綿密な出荷計画、温暖な鹿児島なら厳冬期でも
作れるという技術と経験に裏付けされた確信、そ
れに長野の農業法人で培った人脈を活かし、販売
ルートも確保をしたうえで、今大規模なレタス栽
培を進めています。

いちき串木野をレタスの産地に
　松田さんは昨年の 12 月から５月連休明けまで
の間、毎日約 100 ケース（約１トン）のレタスを
㈲かねやまに出荷しています。毎日大型トラック
1台分、約 700 ～ 800 ケース出荷できるようにな
ると「産地」と呼ばれるそうです。
　そのため、松田さんも今年土地を新たに借り、
出口さんも将来的に農地を拡大したいという希望
を持つなど、レタスの産地化を目指しています。

㈲かねやまとの協定式
� （H26.1.22）
「農家の収入を安定させ『農業は
おもしろい』というようになる
よう、農家と一緒に目指したい」
【㈲かねやまコメント】

　新規就農した４人の中では一番若いが、長野県の農業
法人でレタスの栽培から販売まで手掛けて売り上げを大
幅に伸ばしたり、新規就農者を独立させたり、静岡に農
業法人を立ち上げた経験もある。いってみれば大規模農
業のプロ。海が近くにないところに住んでいたので「シー
ズンオフには子どもと海で遊びたい」とも。

　松田さんの畑に技術指導を受けにきた新規就農者の西
中間さんと出口さんにコツを教える。松田さんは出口さ
ん達の畑を見に行くなど気に留める。出口さん達は「松
田さんの存在はとてもありがたい」と話す。

農業法人から独立

� 松田　健�さん

「農業で大事なのは情報」
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増える就農者
　ここ何年も異業種からの新規就農者がいなかっ
た本市ですが、昨年４月に就農した松田さんや出
口さん達４人に続いて、今年松㟢智也さん１人、
来年も３人ほど就農予定の青年がいます。
　国が新規就農者と地域の農業を守るため平成
24 年に打ち出した施策が就農希望者のニーズに
合致した結果です。担い手農業者とも言われる認
定農業者 37 人という本市にとっては驚くべき新
規就農者の数です。

がんばれ農家
　地域に活力を与えたり、国土の保全、四季折々
の畑や水田の美しい景観、水源のかん養など、農
業や農地の持つ機能を維持する役割を、農家は意
識しなくても背負っています。
　そして、シーズンともなれば毎日朝早くから日
暮れまで、暑い日も寒い日も関係なく作業に明け
暮れます。害虫や病気の心配。そして国内の他の
産地や外国産との価格競争、それに対抗するため
の高い品質と安全性が今の農業には求められま
す。

　農業経験の差はあれ、困難は予想しながらも今
までのキャリアを捨て、自らの夢を叶えるために
農業という選択をした４人。
　取材中、レタスを手にしたとき一瞬だけ、ほっ
としたような表情が見えたのが印象的でした。
　己と未来を信じ、今日も畑で汗を流す彼らに声
援を送りたい。がんばれ農家！

新規就農者の横顔

出口勝彦さん

　就農前は商社マン。商
社での仕事をやりつくし
た感もあり、「地元に根
差した仕事がしたい」と
就農。「人を雇用し、規
模拡大を図り、ゆくゆく
は趣味の焙煎を生かした農家カフェを開きたい」
と落ち着いた口調で話します。

西中間俊和さん

　「小さいころから好き
だった」農業に転職し、
元気いっぱいの西中間さ
ん。「自分自身の努力と
判断で生産活動を行うこ
とにやりがいを感じる」
と話します。

窪田真太郎さん

　中学生の頃、花の園芸
で植物を育てることに楽
しみを覚えた窪田さん。
農業への強い好奇心を抑
えられず、就農を決意。
「農業に完成品はない」
といいものを作ることに情熱を燃やしています。

レタスの産地化を目指す松田さんの畑
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Ｑ　農業ってそもそも何？
Ａ　�　大きく分けると農作物を作る耕作と牧畜に
なります。農作物は穀物や野菜などの食料だ
けでなく、切り花などの装飾物、バイオ燃料
の原料、ゴムや生薬など各種原材料も農作物
になります。農業の発展があって文明が発展
したとも言われており、人が生きていくうえ
で根幹をなす産業です。

Ｑ　市内に農家はどれくらいいるの？
Ａ　�　家計の半分以上を農業で賄う農家は、平成
22 年の国の調査によるとわずかに 70 戸。農
業以外で生計を立てていたり、自家消費の分
だけ耕作する農家を加えても 1,122 戸と、市
内の全 13,000 戸に比べると１割もいないレ
アな職業と言えるかもしれません。

Ｑ　市内ではどんな作物が栽培されているの？
Ａ

Ｑ　農家になるにはどうすればいいの？
Ａ　�　相談窓口や農業体験、農業大学校などのほ
か、各種支援策が用意されています。興味の
ある方はご相談ください。

　　相談窓口
　　・全国新規就農支援相談センター☎03-6910-1133
　　・鹿児島県農業・農村振興協会☎099-213-7223
　　・市役所農政課　　　　　　☎ 32-3111

農地と資金－就農環境が大きく改善
　就農を希望する人が農地を持っていない場合、借りるのが一般的です。ただ、農業で生計
を立てようとすると、広いまとまった農地と経営が軌道に乗り生活が安定するまでの資金が
必要で、それが就農を妨げる原因の一つとなっていました。
　それを、平成24年に国が青年の新規就農者の支援事業を立ち上げ、土地と資金の問題を
解決しました。
　具体的には、地域の将来の農業について、その地域の農家や関係者が話し合って作成する
「人・農地プラン」に新規就農者がその地域の担い手として認められると、市が新規就農者
の代理人として地主との交渉や煩雑な事務を引き受け、新規就農者が農地を借りやすくなり
ました。
　また、農業大学校や農業法人などで、就農を準備する間（最長２年）と就農後５年間は資
金的な支援を国から受けられるようになりました。
　今回ご紹介した出口さんと西中間さんもこの制度が就農を後押ししたと話します。
　また、今年度は農地中間管理機構の業務が始まる予定です。これは、高齢で農業を続けら
れなくなった農地や、農地に復元可能な耕作放棄地などを貸したい人から、農地中間管理機
構が農地を借り受けて希望者に貸し出すもので、規模を拡大したい人や新規就農者にとって
は農地を借りられる手段が増えることになります。

平成 23 年度農作物生産量
農作物 生産量（ﾄﾝ） 作付面積 (ha)
米 1,600 327

温 州 みかん 1,263 94
さ つ まいも 819 31
ぽ ん か ん 505 34
ば れ いしょ 362 26
サワーポメロ 252 14
か ぼ ち ゃ 221 21
ゴ ー ヤ 127 7
で こ ぽ ん 110 4
ね ぎ 67 6
そ ら ま め 60 6
ほうれんそう 25 3
い ち ご 21 2

麦 4 2
マ ン ゴ ー 2 0
び わ 1 1

出典：平成 24年度鹿児島・日置地域農林水産業の動向
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潮風だより

　春の訪れを告げる串木野浜競馬大会が照島海
岸で開催されました。当日はあいにくの雨模様
でしたが、多くの方にお越しいただきました。

第23回まぐろフェスティバル

観光大使ジミー入枝
さん。美声が会場に
響きます。

ラジオの公開収録。
実行委員長が熱く語
ります。

子ども達に人気の魚
つかみ取り

昔のスライドを上
映。

先着 1000 名に振る
舞われたお寿司。お
いしそう。

KKB アナウンサーも出走！華
麗な手綱さばきを見せていま
した。仮装レースで農耕馬がシマ

ウマに変身したものです
が、観客もびっくり！

串木野中学校の吹奏楽部がお客様をお出迎え

冷凍マグロ解体ショー＆即売に長蛇の列

　まぐろのまち「いちき串木野」を思う存
分楽しめる「まぐろフェスティバル」。今年
も多くの方にお越しいただきました。

第57回浜競馬大会

レースはのんびりとしたポ
ニーレースや水しぶきを上
げて豪快に駆け抜けるサラ
ブレッドレースなど 58頭
が出走しました。

ゴール前の熱戦？！

えっ！シマウマ？！

20



まちの
話 題

青年海外協力隊帰国報告

　４月18日、平成24年３月から青年海外協力隊
としてボリビアに保健師として派遣されていた坂
元絵理さん（住吉町出身）が帰国報告のために市
長を表敬訪問されました。
　坂元さんは生活文化の違いや苦労話など貴重な
体験を報告するとともに派遣に対して協力した家
族や関係者に謝意を述べられました。

神﨑俊夫氏高齢者叙勲おめでとう

　４月21日、県社会福祉士会と県弁護士会が共
同でつくる「鹿児島県高齢者・障害者虐待対応専
門職チーム」が、市から虐待に関する相談を受け
る委託契約の調印式が行われました。県内自治体
で初めての取組みとなります。
　これにより、虐待の現場で法的な判断に迷う場
合など、専門職チームから支援や助言を受けるこ
とでより適切な対応ができるようになることが期
待されます。
　虐待を受けていると思われる高齢者・障がい者
に気づいたら福祉課（☎33-5619）までご連絡
ください。

　市長室において、神﨑俊夫さんへの高齢者叙勲
（旭日双光章）伝達式が行われました。
　高齢者叙勲は、国や公共に対し顕著な功労の
あった方が88歳を迎えたことを機に授与される
もので、神﨑さんは、昭和55年に選挙管理委員
に就任、昭和60年から平成21年まで委員長とし
て、通算29年間にわたり公正な選挙の管理執行
や選挙制度の普及に尽力されました。
　伝達式を終えた神﨑さんは、「栄えある章をい
ただき感激している。多くの方に支えられ委員長
をさせていただいた。市全体でいただいたような
ものです」と謝意を述べられました。

　４月２日、これまでの観光協会と特産品協会が
合併し、新たに観光特産品協会が設立され総会が
開催されました。会長にはいちき串木野商工会議
所の濵田会頭が選出されました。総会では、役員・
事業計画・予算等
が承認されまし
た。また、これま
で市観光協会長と
して尽力された上
夷慶克さんに感謝
状が田畑市長から
贈呈されました。

市観光特産品協会が設立されました

高齢者や障がい者虐待の対応に
専門職チームの力強い支援
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まちの 話 題

「救急救命士」12人目誕生

　難関の救急救命士国家試験に消防本部の松田和
久さんが合格し、12人目の救急救命士が誕生し
ました。
　救急現場において、心肺停止の傷病者に対して
薬剤の使用や、気管挿管などの高度な救命処置が
行えるようになります。
　松田さんは「学んだ知識を生かし、傷病者を安
全に適切な医療機関へ搬送できるよう努めたい」
と決意を述べ、今後、救急現場での救命処置や救
急講習会など応急手当の普及にあたり、市民の更
なる救命率向上を目指します。

第31回えびね展示会開催

ようこそ川上小へ

　２年ぶりに新入生が入学した川上小学校で、１
年生３人を迎える会が４月18日に開かれました。
　歓迎のあいさつでは、代表の６年生が「昨年は
新入生が入ってこなかったので、今年はとても楽
しみにしていました。勉強や給食には慣れました
か？」と新入生を気遣いました。その後リコーダー
や歌で新入生を歓迎し、一緒にレクリエーション
をして楽しい時間を過ごしました。
　新入生の橋
本結佳さんは
「みんなやさ
しかった。勉
強を頑張りた
い」と笑顔で
話しました。

　４月19日と20日の二日間、えびね展が薩摩金
山蔵で開催されました。えびねはラン科の植物
で、小ぶりできれいな花を春に咲かせます。
　会場には、いちき串木野えびね同好会の会員
15名などが丹精込めて育てた色とりどりのえび
ね約120点が展示され、来場者は色や香りを楽
しんでいました。
　冠嶽でえびねを専業で栽培する河野寿和さん
は、「えびねは交配でどんな花が咲くかが楽しい。
咲けば２～３週間は花を楽しむことができる。
熱帯魚を観賞するような感じで気軽に楽しんで
ほしい」とえびねの魅力を話しました。

▲みんなで楽しい学校生活！（新入生は前列右３人）

▲森のくまさんの替歌で新入生を歓迎

早堀りバレイショ給食へ

　子ども達に市の特産物を知ってもらおうと、４
月16日の給食に羽島で採れた早堀りバレイショ
が出されました。
　羽島のバレイショは、赤土で育つため皮が白く、
きれいなのが特長で、傷がつかないように手作業
で丁寧に選別されるため贈り物などにも人気があ
ります。
　この日、子ども達は丸ごとふかしたバレイショ
に美味しそうにかぶりついていました。
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まちの 話 題

第10回関西かごしまファンデー 災害時の医療救護活動に市医師会の協力

　市は、震度5強以上の大地震や風水害などの大
規模災害が発生した場合の現場や避難所等の救護
所における医療救護活動について、いちき串木野
市医師会と協定を締結しました。
　このことで、大規模災害時に救護所において、
より多くの市民が迅速にかつスムーズに応急処置
や治療を受けることができるようになります。

糖尿病患者や予備群の方にも朗報
健康な外食メニュー開発

　糖尿病や肥満が気になる方などに適した外食
メニューとして、市内の飲食店や弁当店10店
舗と管理栄養士が、塩分やカロリーを控えた
「E

い ー と

ATd
で

e健康メニュー」を開発し、その認定証授
与式が行われました。
　この「EATde健康メニュー」は昨年11月から
取組を始め、食塩相当量３グラム未満、600キロ
カロリー未満などの条件を満たす料理で、「串木
野まぐろ舵取り丼」や「いちきポンカレー」など
をアレンジしたものや、懐石料理、弁当などさま
ざまな料理15品が認定されています。
　開発に携わった一人は、「開発に苦労はしたが、
糖尿病の方にも外食を楽しんでいただけたら嬉し
い。また、健康な方にも塩分やカロリーを控えた

　４月27日京セラドーム大阪で開催されました。
（主催 : 関西鹿児島県人会総連合会）
　ゴールデンウィーク前半ということも重なり約
３万６千人もの来場者があり、本市からも特産品
のつけあげ・焼酎など６社が出店し、大盛況でし
た。また、今回初めて
串木野さのさ保存会に
よる「さのさ踊り」の
披露も行われたほか、
市長のトップセールス
やＰＲレディによる
観光ＰＲ等を行いまし
た。

●提供料理店

ボリューム感もありますが、これで600ｷﾛ㌍ないとは
驚きます

グリーンショップまるみ 仕出しセンターさのさ
カフェ　さくら 創作料理　博
かっ烹　石の花 肉工房　薩摩山

みその食堂 シーサイドガーデンさのさ
（レストラン海音）

御食事処　ぎおん ゆのまえ食堂

このような料理を食べてみてはどうですかという
提案も一緒にできたらと思います」と話されまし
た。市では、第２期分として、新たなメニューを
募集しています。
（詳しい内容は市ホームページからもご覧いただ
けます）
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まちの 話 題

 うそ電話詐欺防犯情報 平成 26年
第８号

サイト使用料金請求名目の架空請求詐欺に注意！
　最近、次のようなサイト使用料金請求名目の架空請求
詐欺の被害がありました。
　架空請求詐欺の増加が懸念されますので、被害に遭わ
ないように十分注意してください。

問合せ　鹿児島県警察本部　（℡　099-206-0110）

振り込め詐欺抑止対策係
テル係長

【サイト使用料金請求名目の架空請求詐欺に注意】
　本年３月下旬頃、薩摩川内市内に住む50歳代の男性の携帯電話に、○○という会社から「サ
イト料金が発生している。支払いがなければ裁判になる」といったメールが送信されてきたの
で、男性はメールに書いてあった電話番号に電話した。
　すると、電話に出た男から「サイトの使用料金が発生している。料金と違約料をレターパッ
クで郵送してください」と言われた。男性は、サイトを使用した覚えはなかったが、支払ってすっ
きりした方がいいと考え、男が指示したとおりレターパックで現金約115万円を送金した。
　その後、男からさらに解約料として300万円を送金するように言われたことから、不審に思
い警察に相談し、初めてだまされたことに気づいた。
【注意点】
　本年３月末現在のうそ電話詐欺の被害は、11件、被害総額約4,510万円と前年同様増加傾向
にあります。特に架空請求詐欺は被害や相談が増加傾向にありますので、
　○　身に覚えのない封書（葉書）、電話やメールは、詐欺の可能性が高く無視すること。
　　　自分から絶対に相手に連絡しないこと。
　○　大事なお金を振り込む前に、知人や警察に相談する。
　○　相手に個人情報を教えないこと。
　○　レターパック、宅配便での現金送付は禁止されており、レターパックや宅配便で現金送

付を要求するものは詐欺を疑い、被害に遭わないようにしましょう。

いつも素敵な花をありがとう

　市来駅や市役所玄関にきれいな花が飾ってある
のをご存知ですか。
　これは今年11月15日に創立80周年を迎える市来

農芸高校の生徒たちが育てた花です。同校の生活科
で園芸デザインを学ぶ３年生６名が地域に花を身近
に感じてもらいたい、市来農芸高校の活動を知って、
来てもらいたいと、丹精込めて育てた花を市来駅、
市役所(串木野庁舎・市来庁舎)、JA市来支所の４か
所に年２～３回程飾ってくれています。
　この日生徒たちは、プランターに植えられたマ
リーゴールドやナデシコ、ロベリアなどを、色合
いや施設の利用者の動き、日当たりなどを考えな
がら配置してい
きました。
　玄関が華やか
に彩られました。
ありがとうござ
います。
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防災行政無線を用いた「緊急地震速報」の
訓練放送を実施します

まちづくり防災課（☎33-5631）おしらせ版

　いちき串木野市国民健康保険では、生活習慣病
の早期発見・早期治療のために、40歳以上の方
を対象に「特定健診」を実施しています。
　平成29年度に受診率60％を目指しており、目
標達成に向けて、今年度から市内16地区の「ま
ちづくり協議会」のご協力をいただきながら受診
率向上を図っていきます。
　このため、受診率60％以上を達成した地区に、
次の交付金を交付します。

　６月８日（日）、市総合体育館で「ＮＨＫのど
自慢」を開催します。つきましては、その準備の
ため次の期間、体育館等が使用できませんのでご
了承ください。
●市総合体育館（全館）
　　　　６月３日（火）～６月８日（日）…終日
　　　　�※３日（火）はトレーニングルームのみ

　使用可能です。
●総合グラウンド管理棟前駐車場・第三駐車場
　　　　６月７日（土）～６月８日（日）…終日
●総合グラウンド東側（脳外科側）駐車場
　　　　６月８日（日）………　８：00～1７：00

　市では、地震・津波や武力攻撃などの災害時に、
全国瞬時警報システム（Ｊアラート）により送ら
れてくる国からの緊急情報を防災行政無線を用い
て皆様へお伝えするようにしています。
　次の日程で「緊急地震速報」の訓練放送を行い
ます。皆様のご理解とご協力をお願いします。
●実施日時　６月５日（木）10：15頃
●防災行政無線の放送内容
　～防災行政無線チャイム～
　「こちらは、防災いちき串木野市役所です。」　
　「ただ今から訓練放送を行います。」

　※～緊急地震速報チャイム～
　　「緊急地震速報。大地震（おおじしん）です。
　　　大地震（おおじしん）です。これは訓練放送です。」

　※３回繰り返されます。
　「これで訓練放送を終わります。」
　～防災行政無線チャイム～

緊急地震速報を見聞きしたときに、あわてずに
自分の身を守れるか、訓練で確かめましょう！

　※学校や病院、福祉施設、事業所等に設置して
ある戸別受信機で、音量を“切”にしてある
場合でも、最大音量で放送が入ります。

　※今回の訓練放送は、防災行政無線を用いての
訓練放送です。テレビやラジオ等での訓練放
送は流れません。

健康づくり事業交付金の創設
健康増進課（☎33-5613）

特認校制度の一部改正について
学校教育課（☎21-5127）

選挙人名簿登録者の名簿の縦覧
選挙管理委員会（☎21-5125）

　市教育委員会では、「小規模校入学特別認可制
度（特認校制度）」について入学・転学の条件を
一部改正しましたので、お知らせします。
　これまでは、串木野小・照島小学校区の児童は、
旭小・荒川小・冠岳小の３校、市来小学校区の児
童は、川上小のみ認めていました。
　改正後は、串木野小・照島小・市来小学校区の
いずれの児童も４つの特認校に希望できるように
なりました。

●開始時期　平成27年度からですが、お問い合
わせなどは学校教育課にお願いし
ます。

※要項等は10月20日号の広報紙でお知らせします。

　６月1日に選挙人名簿に登録する方の名簿を次
により縦覧に供します。
●縦覧期間　６月３日（火）～６月７日（土）
　　　　　　８：30～ 17：00
●縦覧場所　選挙管理委員会事務局
　　　　　　（市来庁舎1階）

「ＮＨＫのど自慢」開催に伴う
市総合体育館等使用について

社会教育課（☎21-5128）・市民スポーツ課（☎21-5129）特認校 原籍校

旭小学校、荒川小学校�
冠岳小学校、川上小学校

串木野小学校�
照島小学校�
市来小学校

健康づくり事業交付金
地区の受診率 交付金額
60％達成 ��50,000円�+受診者数×100円
65％達成 ��75,000円�+受診者数×200円
70％達成 100,000円�+受診者数×200円
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　現在、平成25年度特定健診を受診していない
方を中心に、未受診者状況などを調査し、分析を
行うことにより、受診しやすい環境を整え、今後
の受診率向上対策に活用するため、戸別訪問によ
るアンケート調査を行っています。
　ご協力をお願いいたします。
●調査期間　平成27年2月まで
●調査対象　平成25年度特定健診未受診者
●調査方法　身分証明書を持った調査員（看護師、

保健師）による訪問アンケート調
査。

●問 合 せ　健康増進課保険給付係

　予約制による年金相談となっています。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。
●日　　時　６月12日（木）　10：00～15：00
●場　　所　串木野庁舎　地下大会議室
●相 談 員　川内年金事務所職員
●申込期限　６月２日（月）
※相談当日持参するもの
　・年金手帳または基礎年金番号通知書
　・身分を証明するもの（運転免許証、保険証、
　　パスポート等）
※代理の場合、委任状と身分証明書

　全国人権擁護委員連合会は、６月1日を「人権
擁護委員の日」と定め、この近い日に「全国一斉
特別人権相談」を開催しています。
　相談は無料で、秘密は守られます。お気軽にご
相談ください。
●日　　時　６月２日（月）　10：00～15：00
●場　　所　串木野地域…中央公民館
　　　　　　市来地域…市来高齢者福祉センター
●相 談 員　人権擁護委員
●問 合 せ　鹿児島地方法務局（川内支局）
　　　　　　☎22-2300

人権擁護委員制度をご存じですか
　６月1日は、人権擁護委員法が施行された日
です。
　日本が戦後新しく生まれ変わったとき、何よ
りもまず国民の基本的人権の擁護と人権思想の
普及高揚が強く求められ、基本的人権の尊重を
基調とした日本国憲法が制定されました。
　このような背景のもとに、昭和23年に、まず
政令で人権擁護委員制度が設けられ、翌昭和24
年６月1日に人権擁護委員法が施行されました。
　これにより国民の基本的人権を擁護し見守る、
いわば民間人による人権擁護機関が誕生しまし
た。これが我が国における人権擁護委員制度の
始まりです。

本市の人権擁護委員
・串木野地域　　東　　節代　　藤﨑　和代
　　　　　　　　井之上洋一　　久木野澄隆
・市来地域　　　松﨑　純孝　　下池　　明
　人権擁護委員は、法務大臣から委嘱を受けた
民間の方々です。現在、県内には、253名の人
権擁護委員がおり、地域で様々な啓発活動を行っ
たり、人権相談を受けるなど積極的な活動を行っ
ています。

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

「全国一斉特設人権相談」開催
市民課（☎33-5612）

特定健診（メタボ健診）未受診の方へ
未受診者訪問調査を実施しています

健康増進課（☎33-5613）

　現在、いちき串木野市国民健康保険では、
市内の指定医療機関において、特定健診を実
施しています。健診期間は、10月31日までで
す。9月・10月は医療機関が混み合います
ので、早めの受診をおすすめします。

　いちき串木野市国民健康保険では、生活習慣病、
特に糖尿病の早期発見、早期治療を目的に「糖尿
病（詳細）健診」を実施しています。
●対象者
　特定健診や人間ドック、がんドック、職場健診、
医療情報の結果がHbA1c6.5％以上の方（糖尿
病治療中を除く）で、今まで糖尿病（詳細）健診
を受診していない方
●糖尿病（詳細）健診の内容

　空腹時血糖値または随時血糖値
　HbA1c（過去1～２か月の平均的な血糖状態）
　尿中微量アルブミン（糖尿病腎症の早期発見指標）
　※健診料は無料

　対象者には、糖尿病（詳細）健診について、特
定健診結果報告会または、訪問の際、保健師が直
接説明いたします。
　糖尿病（詳細）健診を受診された方は、糖尿病
教室に参加していただき、正しい知識等が習得で
きます。
　また、現在、糖尿病治療中の方にも保健師また
は看護師が訪問させていただくことがありますの
でご理解ください。
　糖尿病は早期に発見し、生活習慣を改善すれば、
合併症や人工透析に移行するなどの重症化が予防
できます。
　糖尿病重症化予防のためにも対象となった方は
ぜひ受診してください。

糖尿病のリスクが高い人のために
糖尿病重症化予防対策を実施しています

健康増進課（☎33-5613）
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　すべての住宅は住宅用火災警報器の設置が平成
23年６月1日から義務づけられています。
　設置が済んでいない住宅は、早急に設置をお願
いします。

住宅用火災警報器が役にたった事例
【事例1】　木造モルタル２階建瓦葺一般住宅に居
住する女性が自宅の住宅用火災警報器が鳴ってい
るのに気づいて２階へ上がったところ、幼い子ど
も２人が寝ている部屋で火災が発生しており、家
族で協力して子ども達を運びだし助かった。
【事例2】　木造モルタル２階建一般住宅に住む女
性が、鍋に火をかけたまま台所を離れた。その後
台所に設置していた住宅用火災警報器が鳴ったの
で、あわててもどったら、台所は煙で充満し、鍋
の底は焼け焦げていた。直ぐにコンロの火を止め、
鍋を風呂場に運び水をかけ火災には至らなかっ
た。
　このほか、多くの事例があります。

●設置する場所と種類
　・寝室　（煙式）
　・２階に寝室がある場合、寝室と階段の天井ま

たは壁の上方（煙式）
　※台所への設置義務はありませんが、設置して

いれば安心です。（熱式または煙式）

【設置例】２階建で、1階と２階に寝室がある場合

●設置済みの方へ
　「いざ」という時に警報器がきちんと鳴るよう、
1年に1回程度、作動点検と清掃を行ってくださ
い。
　点検は、点検ひもを引くか点検ボタンを押して
ください。清掃は、掃除機等でほこりをとりましょ
う。
　詳しい方法は取扱説明書をご覧いただくか、一
般社団法人日本火災報知機工業会のホームページ
をご覧ください。

住宅用火災警報器の設置はお済みですか
消防本部（☎32-0119）

寝室

寝室

居間

台所

廊下 階段

廊下

さのさ祭り前夜祭ＩＮ真夏のダンス王決定戦
出場者大募集

観光交流課（☎32-3111）

さのさ祭りの“アトラクション、市中流し踊り”
出場団体を募集

観光交流課（☎32-3111）

　さのさ祭り前夜祭で行われる、真夏のダンス王
決定戦に出場しませんか。
●内　　容　1団体持ち時間５分程度。7.2ｍ四方

のステージ上でのダンスコンテスト
●日　　時　７月19日（土）18：10スタート（予定）
●場　　所　前夜祭メインステージ（ドリームキャノピー下）
●応募資格　年齢・性別・住所・踊りのジャンルは問

いません（小学生以下は保護者同伴）
●応募締切　６月20日（金）17：00
●応 募 先　いちき串木野商工会議所青年部事務局
　　　　　　☎32-2049

●開 催 日　７月20日（日）　※時間は予定です。
●募集内容　①アトラクションの部（16：15～17：15）
　　　　　　　※内容によっては、時間の都合上、
　　　　　　　　出演できない場合があります。
　　　　　　②市中流し踊りの部（18：00～19：45）
●記入事項　・参加したい部門
　　　　　　・参加団体名　　　・参加人数
　　　　　　・責任者および連絡先（電話番号）
●募集期限　６月13日（金）
●申 込 み　さのさ祭り実行委員会事務局（観光交流課内）
※少人数での出場もできます。ぜひご参加ください。

　いちき串木野の夏の名物串木野さのさ祭り「前
夜祭」に出店する参加団体を募集します。
●開催日時　７月19日（土）12：00～21：00（予定）
●出展費用　10,000円（予定）/　1ブース（約5.5ｍ）
●出 店 例　かき氷・焼鳥・ヨーヨー釣り等
●申込締切　６月23日（月）まで
●問 合 せ　〒896-0013　栄町16番地
　　　　　　公益社団法人　串木野青年会議所　髙濵
　　　　　　☎32-1315　Fax�32-9446

　放送大学では平成26年度第２学期（10月入学）
の学生を募集しています。
　放送大学はテレビやインターネットを利用して
授業を行う通信制の大学です。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学な
ど幅広い分野を学べます。
●出願期間　６月15日（日）～８月31日（日）
●資料請求・問合せ
　放送大学鹿児島学習センター　☎099-239-3811
　放送大学ホームページでも受け付けています。

串木野さのさ祭り「前夜祭」出店参加団体の募集
観光交流課（☎32-3111）

放送大学10月生募集
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　賞味期限が過ぎてしまったコーヒーや抽出した
後の粉（カス）を使ってエコな染色をしてみませ
んか。
　一緒にガーゼでストールを作ってみましょう。
●日　　時　６月22日（日）13：00～ 16：00
●場　　所　市来地域公民館　第４研修室
●定　　員　一般８人
●参 加 費　200円（布代）
●申込方法　６月1日より市立図書館本館・市来

分館または電話にて申し込み
●問 合 せ　市立図書館　☎33-5655

　元気の源は毎日の食事にあります。
　初心者の方にもできる簡単な料理作りに挑戦し
てみませんか。
●日　　時　６月12日（木）　６月19日（木）
　　　　　　６月26日（木）　７月３日（木）
　　　　　　７月９日（水）の全５回
　　　　　　10：00～ 13：00
●場　　所　串木野健康増進センター
●内　　容　健康に関する講話と簡単な調理実習
●定　　員　20名
●参 加 費　無料
●申込締切　５月30日（金）
※エプロン、筆記用具を持参してください。

　次の日程により実施されます。

●会　場　鹿児島国際大学　２号館・４号館
●試験日　８月30日（土）
●受験申請書の受付期間
　７月２日（水）～７月16日（水）土・日以外
●問合せ　�上記の各団体または九州安全衛生技術

センター　☎0942-43-3381

「かんたん染色教室」参加者募集
市立図書館（☎33-5655）

男性のための簡単クッキング教室を開催
串木野健康増進センター（☎33-3450）

労働安全衛生法に基づく免許試験の案内
水産商工課（☎33-5638）

でん粉原料用さつまいもの
生産・出荷を予定されている方へ

農政課（☎33-5635）
～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」の開催について
水産商工課（☎33-5638）　でん粉工場にさつまいもを出荷するには、でん

粉工場との売渡し契約が品目別経営安定対策の加
入条件になっているため、６月までにでん粉工場
との契約が必要です。
※未申請者から出荷されたさつまいもは、工場は
買い取れません。
※農政課・耕地係分室（市来庁舎）に、「県さつ
まいも・でん粉対策協議会」のチラシがあります。
●問合せ　ＪＡさつま日置北中部営農センター
　　　　　☎21-5085

　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、事業主のどちらから
でも、お気軽にご相談ください。（秘密厳守、無料）
●日　　時　毎月第４火曜日　14：30～17：00
※受付は16：30まで、９月と12月は水曜日です。
●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

試験の種類 受験申請書提出先
○第一種衛生管理者�
○第二種衛生管理者

（公社）鹿児島県労働基準協会�
☎0９９-２２６-３６２1

○一級ボイラー技士�
○二級ボイラー技士�
○ボイラー整備士

（一社）日本ボイラ協会�
鹿児島支部�
☎0９９-２２３-1５４４

○クレーン・デリック運転士�
　（クレーン限定）�
○移動式クレーン運転士

陸上貨物運送事業労働災害防止
協会鹿児島県支部�
☎0９９-２８４-６２1７

○潜水士
建設業労働災害防止協会�
鹿児島県支部�
☎0９９-２５７-９２11

○発破技士 鹿児島県砕石協同組合連合会�
☎0９９-２５５-２３11

○揚貨装置運転士
港湾貨物運送事業労働災害防止
協会鹿児島支部�
☎0９９-２２６-２６11

☆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）
　４月 17 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。

　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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　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。

※�『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。（定員７名）
　その他の相談は、当日会場で受け付けます。
●問合せ　社会福祉協議会

６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６日13日 20日 27日

金 金 金 金

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

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

※ 法 律 相 談 ― ○ ― ― 弁 護 士

市 来 高 齢 者
福祉センター
10：00～12：00

生 活 ・
福 祉 相 談

３日 10日 17日 ―

心 配 ご と
相 談 員

火 火 火 ―

○ ○ ○ ―

６月の移動図書館車巡回日程
市立図書館（☎33-5655）  

　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。なお、各コースの巡回時間等は３
月20日号に掲載してあります。

コース 巡回日 コース 巡回日

1コース ６月３日（火） ９コース ６月12日（木）

２コース ６月４日（水） 10コース ６月17日（火）

３コース ６月５日（木） 11コース ６月18日（水）

４コース ６月20日（金） 12コース ６月19日（木）

５コース ６月10日（火） 13コース ６月24日（火）

６コース ６月11日（水） 14コース ６月25日（水）

７コース ６月13日（金） 15コース ６月26日（木）

８コース ６月16日（月）

●問合せ　市立図書館　☎33-5655

お　く　や　み　（４月届出分）

故　人 年齢 住所または 
公民館

喪主または
届出人

坂　井　千代子 72 汐 見 町 坂井　道男

町　　　和　郎 86 袴 田 町　ヨオ子

松　元　ミ　ツ 94 山 之 口 松元　増男

山　下　重　雄 82 芹 ケ 野 山下テル子

羽根田　トシヱ 88 荒 川 下 羽田　昭雄

土　川　數　文 73 土 川 土川　豊子

吉　村　幸　子 86 中 原 吉村　幸男

星　原　高　吉 87 緑 町 星原千鶴子

松　﨑　一　男 90 木 場 迫 松﨑イサエ

中　竹　ヨシ子 76 市 口 中竹　彰夫

永　井　貞　治 87 土 橋 町 永井ミヨ子

佐保井　　　俊 41 宇 都 佐保井由美

須納瀬　ナ　ミ 89 汐 見 町 須納瀬雄二

永　薗　チ　サ 88 高 見 町 永薗　健児

松　﨑　和　樹 31 平 向 松﨑あゆみ

（届出人が同意された方を掲載してあります）

５月の市税納期
税務課（☎33-5682）

固定資産税　第１期

軽自動車税　全　期
６月２日

税金は　未来のざいさん　きちっと納付
（平成 25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。
　今月の口座振替日は、５月26日です。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。
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「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

かわいい天使たち（３月届出分）

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。）
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ちゃん

（袴田）
お姉ちゃんに負けないように
元気いっぱいに育ってネ！

父：智也さん・母：由香梨さん

赤
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　朔
さく

斗
と

くん

（ウッドタウン）
お兄、お姉に揉まれて
たくましく育て♡

父：正貴さん・母：麻美さん
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ちゃん

（駅前）
リコ　待ってたよ♡

お姉ちゃんと仲良くね♪
父：康太さん・母：美春さん
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と

くん

（元町）
お姉ちゃんと仲良く
元気に育ってね♪

父：伸也さん・母：順子さん
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ちゃん

（浜ヶ城）
２人目の天使 chan ♡
これからよろしくね☆

父：宏人さん・母：ひろ美さん
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　匠
たく
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（東塩田町）
大きく・大きく・大きく育ってね☆
父：貴哉さん・母：五月さん
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ちゃん

（日出町）
♡HOPE・FAITH・LOVE♡
父：正人さん・母：恵さん

栫
かこい

　　未
み

空
そら

ちゃん

（野中栫）
元気いっぱい

すくすく大きくなぁれ♡
父：尚三さん・母：友香さん

前
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だ

　琉
る

空
あ

くん

（酔之尾）
琉空は、パパとママの宝物♡
父：直樹さん・母：亜里紗さん
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