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今月の表紙今月の表紙
 義弘公に想い馳せ
　鎧

よろい

甲
かっ

冑
ちゅう

を身にまとい、妙円寺詣りの出発の時を待
つ一団。外は激しい島津雨。
　西暦 1600 年、関ヶ原の戦いで豊臣側の西軍につ
いた薩摩の島津義弘公以下一千の薩摩軍は、東軍が
優勢となり退却を余儀なくされました。その際、島
津は大胆にも敵中を突破して退却し、艱

か ん

難
な ん

辛
し ん

苦
く

に耐
え、薩摩に帰りました。
　以降、関ヶ原前夜の旧暦 9 月 14 日に妙円寺（今
の徳重神社）に参拝を始めたのが妙円寺詣りです。
　市来郷市来猶

ゆ う

興
こ う

舎
し ゃ

は、義弘公の「いっだましい」
を伝えていくため、毎年妙円寺詣りを続けています。

（２ページをご覧ください）
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思いを馳せ、今の自分を見つめなおす。
確かにそういう機会はあまりないかも
しれません。
　薩摩気風を今に伝え、武者行列参拝
を続ける市来猶興舎に集う人は”薩摩
隼人”と”薩摩おごじょ”そのもので
した。

　妙円寺詣りは江戸時代から続いてい
ますが、第二次世界大戦後、日本文化
や思想が統制を受け、一時途絶えます。
「市来郷市来猶興舎」は、昭和 35 年に
市来地域にあった４つの団体が一つに
なり復活したものです。
　以来、半世紀以上に渡り武者行列参
拝を続けています。

　武者行列参拝は、大将を筆頭に副将、
鎧武者、薙

なぎ

刀
なた

、木刀、太鼓持ちなどが、
提灯を先頭に、市来の伝兵衛蔵から日
置市の徳重神社までの 18kmを歩きま
す。徳重神社の拝

はい

殿
でん

では「祭
さい

文
もん

」とい
う決意文を大将が読み上げます。今年
の武者行列参拝には神村学園の日本語
学科の生徒約 40 名を含む子供から大
人まで総勢 82 名が参加し、徳重神社
に参拝する 8つの武者行列のトリを務
めました。

　武者行列参拝はきついといいます。
特に鎧武者は 20㎏以上にもなる甲冑
を身に着け、足には自分であんだ慣れ
ないワラジ。18km という距離も、ま
ず普段歩くことはありません。さらに
道中は 22 番まである妙円寺詣りの歌
を繰り返し歌いながら歩きます。

　市来猶興舎の会長大久保学さんは、
「武者行列参拝はピクニックではあり
ません。自己鍛錬の場です」と話しま
した。きついだけに達成感と自信につ
ながります。
　今の便利な世の中だからこそ、薩摩
古来の慣習に身を置き、薩摩の先人に

　市来猶興舎の歴史の中で 2 人目となる女性
の大将、田崎美和さん。
　大将を引き受けたのは「子どもに頑張る姿
を見せたい」と、祭文には、母や妻としての
思いを込めた一節があった。
　身に着けた鎧甲は重く、武者行列参拝は「足
も痛かったが、大将として後ろについてくる
人たちがいたので弱気は出せなかった。きつ
いことでもこれを思い出せば乗り越えられ
る」と話した。

市来猶興舎の大久保会長
「長く続いているのは先人たちの熱意が
あったから。私たちも一人でも歩くとい
う気概を持って臨んでいます。」

シリーズ　まち・ひと元気⑰

　武者行列参拝のクライマックス。徳重神社の拝殿で、大将が義弘公に
祭文を奏上する時が来た。あたりは静まり、凛とした空気が張り詰める。

市来郷市来猶興舎
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10 月 25日・26日　２日間にわたり開催。今年も 81,000 人もの方にお越
しいただきました。
串木野高校や神村学園、城西高校、銀行、ガス事業所など多くの方のボラン
ティアにも支えられたイベントでした。皆様ご協力ありがとうございました。

地かえて祭り

文化祭

串木野高校

市来小学校金管バンドの演奏がオープニングを飾りました

いちきアクアホール

11 月１日から３日にかけて、芸術や文化に親しんで
いただこうと市民文化センターやアクアホールで文
化祭が開催されました。

神村学園

これからも
仕事頑張り
ます！

優良勤労青少年表彰者の皆様

花火もキレイ
かったな～

ボランティア

頑張りました！

ご当地グルメ
が 13 種類も
あったど

茶の湯会 第 30 回菊花展示会 市長賞

茶の湯表千家勝田社中

書や写真、パッチワー
クなどの作品が展示さ
れました

植村光男さん
「心を込めて手入れした。作
る人のやる気が花にでるの
が魅力」と喜びを語った。

本市では、
薩摩藩英国留学生フェスティバル

平成 27 年 11 月７日～８日
国民文化祭 in いちき串木野「食の祭典」

平成 27 年 11 月８日
シンポジウム「金山の歴史」

平成 27 年 11 月 15 日



保育園・幼稚園（公立のみ）の
制度が変わります

平成27年
４月から

　平成 27年４月から、『子ども・子育て支援新制度』がスタートし、保育園や公立幼稚園を利用する
際の手続きや保育料の算定方法等が変更になります。
　なお、私立幼稚園（串木野、神村学園附属、友愛の３幼稚園）については、現行制度のまま継続し、
就園奨励費補助金等制度に変更はありません。

　新制度では、保育園や公立幼稚園等の利用を希望される場合、入所・入園の決定とは別に、保護者の方の
就労状況等をもとに、利用のための認定（支給認定）を受ける必要があります。
　支給認定には保育の必要性の有無や年齢に応じて、３つの区分があり、ニーズに合った施設（保育園・公
立幼稚園等）をご利用いただけます。

（１）支給認定の種類

※施設により、教育・保育の質の向上を図るための上乗せ徴収や、文房具代等の実費徴収がある場合があります。

（２）保育を必要とする時間に応じた区分
　２号（保育・満３歳以上）または３号（保育・満３歳未満）認定には、保育を必要とする時間によってさらに「保
育標準時間（11時間）と「保育短時間（８時間）」の２つの区分が設けられ、利用できる時間が異なります。

（３）保育料
　保護者が負担する保育料は所得に応じて決まります。具体的な金額は国の基準をもとに本市の保育料を定
めることになり、保育料も「保育標準時間（11時間）」と「保育短時間（８時間）」の２つの区分に分けられ
ます。

支給認定について

認定区分 対象となるお子さん 利用できる主な施設・事業

１号認定�
（教育標準時間認定）

満３歳以上�
教育を希望される場合

○公立幼稚園（市来、旭の２幼稚園）
※認定こども園（教育部分）

２号認定�
（保育認定）

満３歳以上�
「保育の必要性の事由に該当」し�
保育園等での保育を希望される方

○私立保育園
（願船寺、串木野、羽島、浜ヶ城、太陽、照島、
市来の７保育園）
○公立保育所（生福保育所）
※認定こども園（保育部分）
※小規模保育事業（３号認定のみ）

３号認定�
（保育認定）

満３歳未満�
「保育の必要性の事由に該当」し�
保育園等での保育を希望される方

※�平成 26年 10月１日現在、認定こども園（教育・保育部分）と小規模保育事業（３号認定のみ）は、本市に該当する
施設はありません。

４月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
前年度の市民税額に基づく保育料 当年度の市民税額に基づく保育料

９月
新制度では、毎年９月が保育料の切り替え時期となります。

平成 27年度の保育料は詳細が決まり次第、お知らせいたします。
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保育園・公立幼稚園を利用する場合の手続きについて

　なお、本市の私立幼稚園（串木野、神村学園附属、友愛の３幼稚園）については、各幼稚園に直接、入園
申込を行ってください。

※提出先　新規入所申込者：福祉課　子育て支援係
　　　　　継続入所申込者：在園中の各保育園（所）
　　　　　　　　　　　　　福祉課　子育て支援係
　　　　　　　　　　　　　�市来庁舎市民課　健康

福祉係

※提出先
　入園申込者：市来・旭の２幼稚園

保育の必要性の有無や保育を必要とする時間の認定を
行います。保育の必要性が認められない方は、保育園
に入所できません。

市来・旭の２幼稚園に入園・通園する認定を行い
ます。

利用施設などの調整結果のお知らせと支給認定証（２
号・３号認定）の交付を行います。
入所希望者が多い園は、保育を必要とする基準の高い
方から順に選考します。

市来・旭の各幼稚園を通じ、支給認定証（１号認定）
の交付を行います。

【保育園を利用希望の場合】 【市来・旭の２幼稚園を利用希望の場合】

保育園（所） 所在地 定員 電  話 保育園（所） 所在地 定員 電  話
願船寺保育園 栄町 22 70 32－3700 太 陽 保 育 園 西塩田町 73- １ 70 32－7910
串木野保育園 本浜町 38 50 32－1779 照 島 保 育 園 照島 5320 100 32－3324
羽 島 保 育 園 羽島 3595-3 60 35－0045 市 来 保 育 園 湊町 1 丁目 253 100 36－2166
浜ヶ城保育園 浜ヶ城 12011-1 50 32－4712 生 福 保 育 所 生福 8671 60 32－3359

　平成 27年４月から市内の保育園（所）に入所を希望する児童の入所申込を受け付けます。
　保育園（所）へ入所できる児童は、その保護者のいずれもが次の事情にある場合です。
【入所基準】
　（１）保護者が昼間家庭外で仕事をしている　（２）保護者が昼間家庭内で家事以外の仕事をしている
　（３）母親が妊娠中または出産後間がない　　（４）保護者が病気または負傷し、あるいは障害をもっている
　（５）保護者が病人などの看護をしている　　（６）災害の復旧にあたっている
　（７）明らかにその児童が保育に欠けると市長が認めたとき
　※�　ただし、その世帯の保護者以外の同居（または近隣在住）の親族等が児童を保育できるときは入所できま

せん。したがって、集団保育を経験させたいなどの理由では入所できません。
○保　育　料　　児童の年齢と児童の属する世帯の課税状況によって決定します。
○入所申込書　　串木野庁舎福祉課、市来庁舎市民課及び市内の各保育園（所）で配布します。
○受 付 期 間　　12月１日（月）～ 12月 26日（金）
○提　出　先　　新規入所申込の方　串木野庁舎福祉課
　　　　　　　　継続入所申込の方　串木野庁舎福祉課、市来庁舎市民課及び各保育園（所）
【保育園（所）一覧】　　　　　　　※定員については、平成 26年 10月１日現在です。

平成 27年度保育園（所）入所申込の受付 福祉課（☎33-5618）
市来庁舎市民課（☎21-5117）

受付期間
12月１日～ 12月26日

認定期間
１月上旬～２月上旬

認定期間
12月上旬～ 12月下旬

保護者通知
３月上旬～３月下旬

保護者通知
２月上旬～２月下旬

支給認定の申請と
保育園入所申込

支給認定
（２号・３号認定）

利用施設等の調整
入所決定及び認定証交付

保護者
受付期間
11月４日～

支給認定の申請と
幼稚園入園申込

保護者

いちき串木野市と契約
（福祉課子育て支援係）

保護者
いちき串木野市と契約
（教育委員会学校教育課）

保護者

福祉課　子育て支援係

支給認定
（1号認定）

福祉課　子育て支援係

福祉課　子育て支援係

認定証交付

福祉課　子育て支援係
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新たな農地の貸し借りの仕組み「農地中間管理事業」の紹介

農地中間管理事業とは
　「農地中間管理機構」を通じて農地の貸借をおこない、農地の集積・集約化、農業経営の規模拡大、
新規参入等による農用地等の効率的利用を促進し、農業の生産性の向上を図る事業です。
　鹿児島県では「（公財）鹿児島県地域振興公社」が、知事から農地中間管理機構の指定を受け、市
と連携しながら進めていきます。

　「人・農地プラン」など、地域の話し合い活動をもとに、地域の農地を機構に預けて新たな利用計
画を立て、経営転換、リタイアまたは農地を他の方に利用してもらうなどの取組には「機構集積協力金」
の交付も受けられます。
　規模を拡大したい方が円滑に農地を借り受けられるよう、また、皆さんの地域の農地が効率的に活
用され、耕作放棄地が発生しないよう、地域の農業の将来について皆さんで考えてみましょう。
　（農地の貸し借りの手続きには、これまでの農地法、経営基盤強化促進法による利用権設定もあり
ます。）

１　農地の貸し借りの手順
　【農地を貸したい方】
　　①農政課へ相談のうえ申し込みください。
　　②機構がホームページにて借受希望者を募集します。
　【農地を借りたい方】
　　①機構のホームページに貸出希望地域の情報を掲載します。
　　② 借りたい農地が見つかりましたら、農政課へお問い合わせのうえ、借受希望申込をしてくださ

い。

２　機構集積協力金の概要
　　　個人に対する支援として、①経営転換協力金　②耕作者集積協力金
　　　地域に対する支援として、③地域集積協力金があります。
　　　詳しくは農政課へお問い合わせください。

こんなメリットもあります
　● 複数の所有者から借りた場合でも、賃借料の支払いは機構がまとめて行います。（米等で物納さ

れる場合はこれまでどおりの方法となります。）
　●賃借料の支払いは口座振替なので、時間も費用もかかりません。

農政課（☎33-5635）

皆さんの農地を
活かしましょう!
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「脳卒中警報」発令中！

寝たきりになる原因の
１位が脳卒中。予防が
とても大事な病気です。

お酒はほどほどにしよう！

血圧を管理しよう！

血圧は130／ 85mmHg
未満に保ちましょう。

食塩を２割（１日２g）
以上減らしましょう。

今よりも1日1,000歩（10分
間）、できれば2,000歩（20
分間）多く歩きましょう。

減塩しよう！

予防のポイント
運動しよう！

野菜を食べよう！

野菜を１日 350g
以上食べましょう。

0 20 40 60 80 100 120 140 160

全国平均

い ち き
串木野市

鹿 児 島 県
（全国４位）

（人）

脳卒中死亡率（対人口 10万人　出典：平成 23年人口動態統計）

145.2

113.9

98.2

両手に乗るくらいの量が
350g です
野菜は・・・
・ 腸内の掃除屋「食物繊維」

がたっぷり！
・ 取りすぎた食塩を体の外に

出してくれる「カリウム」
もたくさん！

お酒の適量は、
ビールだと
� 500mlまで！
焼酎（25度）だと
� 0.6合まで！

飲酒によって、肝臓に中
性脂肪が蓄積され、胃や
腸の粘膜も荒れていきま
す。これらの臓器の修復
を図るため、週２回の休
肝日も必要です！

血圧の高い人は、低い人に比べ脳卒
中を起こす確率が最大８倍にもなり
ます！現在服薬中の方は、生活習慣
を改め、自己判断でお薬をやめない
ようにしましょう。

○ 脳卒中は、脳の血管がつまったり、破れたりして、脳
に障害がおきる病気です。脳

の う

梗
こ う

塞
そ く

、脳出血、くも膜下
出血などがあります。

○ 偏食・運動不足・睡眠不足・ストレス・喫煙・飲酒など「生
活習慣の乱れ」が、高血圧、糖尿病などを引き起こし、
これらが悪化すると「脳卒中」が発症します。

「食塩」をとり過ぎると、
体内の塩分濃度を下げ
るためにたくさんの水
分を血管内に吸収して、
血圧が高くなります。

運動習慣のない人は、ある人に比べ
て 2.5 倍も脳梗塞を起こしやすい
という報告があります。

飲酒の適量

ビール中ビン
１本500ml

日本酒 1 合
180ml

焼酎 25 度 0.6 合
110ml

ウィスキーダブル
1 杯 60ml

ワイン 12 度２杯
200ml

・ 片方の手足・顔半分のまひ・しびれが起こる。
・ ろれつが回らない、言葉が出ない。他人の

言うことが理解できない。
・ 片方の目が見えない、ものが二つに見える、

視野の半分が欠ける。
・経験したことのない激しい頭痛がする。
・ 力はあるのに立てない、歩けない、フラフ

ラする。

脳卒中では次のような症状が起こります

わずかな症状でも放置せずに、すぐに病院へ！

脳卒中予防 10か条
１　手始めに　高血圧から　治しましょう
２　糖尿病　放っておいたら　悔い残る
３　不整脈　見つかり次第　すぐ受診
４　予防には　タバコを止める　意志を持て
５　アルコール　控えめは薬　過ぎれば毒
６　高すぎる　コレステロールも　見逃すな
７　お食事の　塩分・脂肪　控えめに
８　体力に　合った運動　続けよう
９　万病の　引き金になる　太りすぎ
10　脳卒中　起きたらすぐに　病院へ
番外　お薬は　勝手にやめずに　相談を

（公益社団法人日本脳卒中協会）
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No.73

―　平成 26年度全国学力・学習状況調査結果と今後の取組　―
　４月 22 日に、全国学力・学習状況調査が実施されました。
　本市の結果の概要がまとまりましたので、主なものを紹介します。

○�　児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、学校における児童生徒への教育指導の充
実や学習状況の改善等に役立てることなどを目的に、小学校６年生と中学校３年生を対
象に行われるものです。
○�　本年度は、国語と算数・数学の学力調査と、学習環境や生活習慣等の学習状況につい
て調査が行われました。
○�　本調査で測定できるのは学力の特定の一部分であって、全ての学力の状況を明らかに
できるものではありません。また、学習状況についても学校における教育活動の一側面
にすぎません。

家庭で心掛けてみましょう
◎　「早寝・早起き・朝ごはん」などの規則正しい生活リズムを心掛けましょう。
◎　テレビやゲーム、インターネット等の約束を決めましょう。
◎　家庭で、学校のことを話題にして、語らう時間を設けましょう。
◎　本に親しむ習慣をつくりましょう。

全国学力・学習状況調査とは？

１　本市の学力の状況

２　本市の学習の状況

学年 問題（※） 市全体の平均正答率 県・全国との比較

小６

国語Ａ ７０％台前半 県や全国と同じレベル
国語Ｂ ５０％台半ば 県をやや上回り、全国と同じレベル
算数Ａ ８０％台前半 県・全国を上回っている
算数Ｂ ５０％台半ば 県をやや上回り、全国をやや下回っている

中３

国語Ａ ７０％台後半 県や全国をやや下回っている
国語Ｂ ４０％台後半 県や全国をやや下回っている
数学Ａ ６０％台半ば 県をやや上回り、全国をわずかに下回る
数学Ｂ ５０％台後半 県と同じで、全国をわずかに下回っている

（※）Ａ問題 ･･････ 基礎的な知識を問う問題、Ｂ問題 ･･････ 活用力をみる問題

　　アンケートで次のような回答をした児童生徒が、正答率が高い傾向にありました。
　　家庭での学習習慣づくりの参考にしてください。
　○　１日当たりのゲームをする時間が少ない。
　○　１日当たりのテレビ、ビデオ、DVD等を見る時間が少ない。
　○　規則正しい生活をしている。（寝る時刻、朝食など）
　○　家庭で学校での出来事について話をする。
　○　ニュース番組を見る。
　○　読書が好き。 ➡
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４　今後に向けた主な取組

３　本市の正答率分布グラフと課題

　　今後、次に示す事項について、本市の学力向上策の重点として取り組んでまいります。

〈グラフの見方〉
　○�　全部の問題の数を５等分し、それぞれの段階に何人の児童生徒が含まれているかを百分率で表
しています。

　　　例：国語Ａの調査が全部で10問あったと仮定した場合。
　　　　　０問～２問正解・・・・・・１の段階，　３問～４問正解・・・・・・２の段階，
　　　　　５問～６問正解・・・・・・３の段階，　７問～８問正解・・・・・・４の段階，
　　　　　９問～10問正解・・・・・・５の段階
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【小学校】 【中学校】

〔全　体〕　（各教科）・毎時間の分かる授業の充実に努め、習熟度に応じた学習指導を徹底します。
　　　　　　　　　・�個別の課題追究の時間の確保や、個別の補充学習等、個に応じた指導の充実を

図ります。
〔小学校〕　（国語科）・�目的に応じて話し合い、観点に沿った質問や意見交換をする指導の充実を図り

ます。
　　　　　（算数科）・二つの数量の関係をとらえ、式やグラフに表す活動の充実を図ります。
〔中学校〕　（国語科）・複数の資料を比較して必要な情報を読み取る指導の充実を図ります。
　　　　　（数学科）・与えられた条件に沿って、見通しを立てて証明する活動の充実を図ります。

〈小学校算数における課題〉
・�５段階の分布状況については、算数Ａと比
較して算数Ｂで上位層が少なく、下位層が
多い傾向が見られる。

・�思考や活用の力を伸ばす指導の充実が求め
られる。

〈小学校国語における課題〉
・�５段階の分布状況については、国語Ａと比
較して国語Ｂで上位層が少ない傾向が見ら
れる。

・�思考や活用の力を伸ばす指導の充実が求め
られる。

〈中学校国語における課題〉
・�５段階の分布状況については、国語Ａと比
較して国語Ｂで上位層が少なく、下位層が
多い傾向が見られる。
・�思考や活用の力を伸ばす指導の充実が求め
られる。

〈中学校数学における課題〉
・�５段階の分布状況については、数学Ａと比
較して数学Ｂでは中位層により集中してい
る傾向が見られる。
・�思考や活用の力を伸ばす指導の充実が求め
られる。

〔国語Ａ〕

〔算数Ａ〕

〔国語Ａ〕

〔数学Ａ〕

〔国語Ｂ〕

〔算数Ｂ〕

〔国語Ｂ〕

〔数学Ｂ〕
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12月７日（日）開催
東シナ海、沖ノ島、甑島を一望！

～薩摩藩英国留学生に想いを馳せて～

誓  約  書
　私事、このたび本大会に参加するにあたり、大会参加に伴い発生した事故及び貴重品管理等につい
ては、自己の責任とし、主催者が加入する一日保険の対象外のことについては、主催者に対して一切
の迷惑をかけないことを誓います。また、大会当日は事故のないように安全を第一とし、自分の健康・
安全に十分留意しながらマイペースで歩くことを誓います。

　　　　平成　　　　年　　　　月　　　　日
　　　　上記誓約書に参加者全員同意します。　　申込代表者氏名　　　　　　　　　　　　　㊞

第17回　れいめいウオーク羽島・土川大会　参加申込書
氏　　名 年齢 性別 住　　所（市名） 保護者印 電話番号 参加コース バス利用希望

市 ４・６・12㎞ 市来庁舎・串木野庁舎・串木野駅

市 ４・６・12㎞ 市来庁舎・串木野庁舎・串木野駅

市 ４・６・12㎞ 市来庁舎・串木野庁舎・串木野駅

市 ４・６・12㎞ 市来庁舎・串木野庁舎・串木野駅

市 ４・６・12㎞ 市来庁舎・串木野庁舎・串木野駅

※ ５年生以上、中学生のみの参加は保護者の承諾印が必要です。４年生以下の参加は、保護者同伴とします。

切　り　取　り　線

【集 合 出 発 場 所】　羽島交流センター前広場
【受 付】　８：30 ～
【参 加 資 格】　健康な方ならどなたでも参加できます
【参 加 料】　無料
【駐 車 場】　羽島小学校校庭・羽島中学校校庭
【申 込 ・ 問 合 せ】　教育委員会　市民スポーツ課
　　　　　　　　　☎  0996 － 32 － 3111　FAX 0996 － 36 － 5228
　　　　　　　　　（ 市役所串木野庁舎１階・市総合体育館・串木野体育センター等でも申込書の提出ができます）

【事前申込み】　12月２日 (火 ) まで（当日受付も可能）
■主　催：いちき串木野市・いちき串木野市教育委員会
■主　管：大会実行委員会
■後　援：いちき串木野市体育協会・南日本新聞社

第 17回れいめいウオーク羽島・土川大会

お楽しみいっぱい！
★大好評！！
　おさ汁（おさんしゅい）の無料ふるまい

★もらってうれしいお楽しみ抽選会
★特産品販売コーナー

①お気軽羽島コース：４ｋｍ
� ( 所要時間：１時間程度 )
②西郷万福池コース：６ｋｍ
� （所要時間：１時間半程度）
③土川健脚コース：12ｋｍ
� （所要時間：２～３時間程度）

＜送迎バス＞
市来庁舎出発　　 ７:50
串木野庁舎出発　　８:00
串木野駅出発　　 ８:10

※要予約

薩摩藩英国留学生記念館オープン！

市のホームページ
からも申し込めます

10



地元の旬の食材を味わおう!!

大学イモ

からいももち

❶�さつまいもは３㎝くらいの乱切りにする。
❷�油で揚げる。
　（火力が強いと焦げやすいので低い温度でゆっくり揚げる）
❸鍋に砂糖、醤油、みりん、酢を入れて火にかける。
　�煮たって大きな泡が小さくなってきたら、さつまいもを入れて
よく混ぜ、黒ごまをふりかける。

❶�さつまいもは皮をむき、乱切りにして水にさらし、アク抜きし
た後、約15分蒸す。
❷❶の上に餅をのせて、餅が柔らかくなるまで蒸す。
❸�❷をすり鉢に移し、すりこぎでつき、砂糖・塩を加えてさらに
つく。
❹適度な大きさに丸めて、きな粉をまぶす。

農政課（☎33－5635）

ビタミンＣや食物繊維が多く含まれているからいもは、子供から大人まで大人気です。

【1 人あたり】
エネルギー …389kcal
たんぱく質 ……1.7ｇ

脂質 …………15.7ｇ
炭水化物 ……58.5ｇ
食塩相当量……0.3ｇ

【1 人あたり】
エネルギー …308kcal
たんぱく質 ……3.6ｇ

脂質 …………0.7ｇ
炭水化物 ……71.0ｇ
食塩相当量………0ｇ

※�ほかにも、四季折々の地元の農林水産物を使用したレシピ集を、市ホームページに掲載してありますので、ご覧ください。

材料（２人分）
さつまいも� …………250ｇ
餅� ……………………100ｇ
砂糖�……………………13ｇ

きな粉�……………………適量
塩�…………………………少々

材料（２人分）
さつまいも� …………250ｇ
砂糖�……………………30ｇ
みりん� ………大さじ1/2～１

濃口醤油…………小さじ1/2強
酢……………………大さじ1/2
黒ごま……………………少々
揚げ油……………………適量

※きな粉、塩含まず。

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

第8回 まぐろを使った絶品お鍋

　高級食材としての地位を確立しているまぐろ
のトロ。高価で普段食卓に並ぶことはなかなか
ありませんが、まぐろが普及し始めた頃は最も
価値のない部位で、肥料にされるか捨てられて
いました。
　ただ、まぐろそのものは庶民的な魚として、
赤身の部分を醤油漬けにして一般的に食されて
いました。そして、脂身のトロは大正頃までは
アブと呼ばれ、昭和初期に、お金のない学生た
ちが刺身として食べるようになり人気が出てき
たようです。

～もったいない精神が生み出した絶品鍋～
　江戸の町で、保存が難しいトロを庶民が工夫
し、葱

ねぎ

と一緒に煮た葱鮪鍋（ねぎまなべ）とい
う料理が生まれました。まぐろには葱

ねぎ

の香りが、
葱
ねぎ

にはまぐろの脂と旨味が移りどちらも美味と

なり、当時の庶民的
な食べ物として江戸
の町で好まれた料理
だったようです。今
日でも、葱鮪鍋はえ
のき茸や豆腐などお
好みの具とまぐろの
切身を入れたヘル
シー鍋として親しま
れています。

～葱鮪鍋の作り方～
　醤油、みりん、酒、出汁を加え割下を作り、ぶ
つ切りした葱

ねぎ

を煮る。葱
ねぎ

が透き通ってきたら適当
に切ったまぐろの身やえのき茸などを投入し、好
みの煮え加減でお召し上がりください。
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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）11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

全国地域安全運動が行われました

「ただ今、青パト隊パトロール中」
川上地区安全会（自主防犯青色パトロール隊）

　10 月 10 日、いちき串木野警察署中庭において「全
国地域安全運動出発式」が行われました。
　当日は、地域安全モニター・少年ボランティア・青パ
ト隊・警察署員などが参加し、羽島安全パトロール隊の
萩原隊長の出発申告の後、パトカーを先頭に、各地区の
青パト隊が市内の安全・安心を願う防犯広報パトロール
に出発しました。

　市来地域の北東に位置する川上地区は山間
部で人口約 600 人、多くを高齢者が占める
過疎集落地域です。自主防犯パトロール隊
は平成 18 年に結成され、現在 21 名の隊員
とパトロール車両５台により、市来中学校ま
での通学路と地区内を毎週１～２回巡回パト
ロールを行い、登下校中の児童・生徒の安全
をはじめ、地区住民の安心、安全のため積極
的な防犯広報活動に努めています。
　その他にも、主要交差点で警戒 ･ 監視や防

犯・環境保全・景観維持のための清掃作業、
地区で行われる各種行事、会合などにも積極
的に参加し、安心安全な地域づくりを目指し
て、防犯・交通事故防止活動に一役かってい
ます。
　この様に様々な活動で地域住民の防犯意識
を高め地域の安全に貢献している青パト隊の
古川隊長と田渕副隊長は「『地域安全は地域
で守ろう』を合言葉に今後も活動していきた
い」と話されました。

期間中の活動
防犯広報パトロール出発

地域安全モニターと少年ボランティアの皆さん市内大型店舗で啓発活動

学校安全ボランティア活動
（平成 26 年度学校安全文部科学大臣表彰）

金融機関でうそ電話詐欺訓練
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潮風だより
掃海艇を見てきました

　10 月 10 日はまぐろの日。この日鹿児島まぐろ船主協会では、Ａコープ
串木野店と鹿児島中央駅アミュ広場で、「薩州串木野まぐろ」を販売。多く
の方にまぐろの良さを知ってほしいと格安での販売に、開始前から行列がで
きました。
　「薩州串木野まぐろ」は、身焼けがしにくく、資源にも優しいはえ縄漁で獲っ
たものです。また、獲ってすぐ船上でていねいに処理され、マイナス 60℃
という超低温で冷凍されるので、鮮度が保たれているのが特長です。

　海上自衛隊の船が串木野新港で一般公開して
いると聞いて、行ってきました。
　停泊していたのは掃海艇「うくしま」。自衛艦
独特の灰色の船体をしています。大きさはまぐ
ろ延縄漁船とほぼ同じ大きさです。掃海艇は、
海中の機雷を取り除き航路や港湾の安全を確保
する特殊な船です。

募集受付 12月５日（金）まで
詳しくは
　自衛隊鹿児島地方協力本部
　薩摩川内出張所　☎ 22-2401　

実は木造船
　機雷の中には磁気を感
知して爆発するのもある
ので、掃海艇は磁性を持
たない素材で船体ができ
ています。金属も使われ
ていますが磁性を持たな
いステンレスなどででき
ているそうです。

まぐろの日キャンペーン
～天然船凍まぐろを消費者へ～

　いつでも対応できるよう、掃海訓
練は欠かせません。港湾工事中に先
の大戦の機雷や不発弾が見つかるこ
ともあるので、その処理も行います。
　他には、災害時などのため、港の
設備や状況を常に把握しておく必要
があり、各地の港の現況調査も行っ
ています。
　今回の寄港も串木野新港の調査の
ためです。

　被災された方に艦のお風呂を提供
しました。被災された方は長く風呂
に入れない状況で、かなりのストレ
スを感じており、とても喜んでいた
だけました。国民のために働ける任
務にやりがいを感じます。

　本当です。曜日を忘れないため伝
統的にカレーを食べます。「うくしま」
では昼に食べます。

「・・・波が来ていることは確かです」

どんなお仕事をされているのですか？

東日本大震災にも派遣されたそうですが

金曜日はカレーって本当ですか？

今、自衛官が女性に人気と聞きますが？

自衛官の方に質問

案内役の
江戸利那機関長

掃海のための装備

海中で機雷を処理するための無人艇
機雷を爆破したり護
衛のための機関砲

掃海艇「うくしま」

排水量 510 ｔ　全長 54 ｍ　最大幅 9.4 ｍ　乗員 37 名

自衛官候補生２次募集
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まちの
話 題

　10月８日、３年ぶりに、月が地球の影にすっ
ぽりと隠れる皆既月食が観測され、本市でも見る
ことができました。
　当日は、雲もない絶好の夜で、日が沈んだ午後
６時ごろから東から南の空にかけて珍しい天体
ショーを楽しむことができました。

　麓地区にお住いの加藤正徳さん宅にある蔵が、
歴史資料館として一般に開放されています。
　この資料館には、もともと加藤さんの家や蔵に
あったり、資料を展示していることを知り寄贈され
た資料など約150点が、幕末や西南の役、第二次
世界大戦などに分類され展示されています。
　串木野地域は戦争の空襲や昭和４６年の水害など
で昔の資料がなくなっている人も多いとのことで、
資料に自分や親の名前を見つけ、感激して帰る方
もいらっしゃるそうです。

　加藤さんは「いつ
でも見に来てほしい」
と話されました。

問合せ
加藤正徳さん
32-2886

麓に歴史資料館オープン

皆既月食

川上小学校　秋の実りを収穫

　10 月 17 日、川上小学校児童 11 名が地域の高
齢者６名に手伝いをもらい、お米を収穫しました。
　モミまきから苗を育てての収獲とあって、子ども
達も大張り切り。
　高学年の子ども達は１年生からしていることもあり
手慣れた手つきで刈り取っていきました。
　「稲を刈るのは大変だけど楽しいよ！」「このお米で
モチをつくんだよ」と嬉しそうに話してくれました。

５分間隔で撮影した月食の様子（合成）

皆既月食中の月。赤銅色をしている。
皆既月食になると闇夜になり、まわりの星も見え始めた。

３名は地元の歴史を伝
えるため 10 月 18 日
には公民館で講座を開
催。「今後も開催して
いきたい」
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左から
加藤正徳さん
久木山三郎さん
吉武　正さん



まちの 話 題

KKBふるさとCM大賞に出品 珍しいチョウ　迷い込む

　川上小学校に10月９日、リュウキュウムラサ
キという珍しいチョウが訪れました。
　見つけたのは川上小学校の谷津信一校長先生
で、学校の花壇のあたりで捕まえました。リュウ
キュウムラサキは通常東南アジアから沖縄あたり
を生息域にしているチョウで、10月初旬の台風
の風に乗ってやってきたのではと思われます。谷
津校長先生は「川上は自然が豊かだが、珍しいチョ
ウや鳥がやってくることも知ってほしい」と、学
校で１日展示し、翌日放したそうです。

　各自治体が、地元の魅力を30秒のCM映像に
して競う「第13回KKBふるさとCM大賞」に本市
も出品。11月７日に鹿児島市民文化ホールで審
査会がありました。残念ながら大きな賞は逃しま
したが同局で10本のCMが流れます。
　今回出品した内容は、７月にオープンした薩摩
藩英国留学生記念館を訪れた青年が、留学生が旅
立った瀬を望む記念館のデッキに立つと魂が揺さ
ぶられ、彼らの生き様や熱い魂が伝わってくる心
の移ろいを少しシュールに表現したものです。
　 完 成 し たCMは11月22日 以 降KKBの ホ ー ム
ページで見ることができる予定です。

魚がいっぱい泳ぐ海を～アマモシート作成～ ミカン農家に学ぶ　複式４校合同学習会

　市内４漁協が一緒になり、アマモという海草の
種がくっついたアマモシートを海底に設置し、魚
の産卵場所や小魚の住みやすい環境を作り、漁業
資源を増やす活動を平成21年から続けています。
　今年は10月22日と23日の２日間にわけて、串
木野小学校と市来小学校の５年生が、アマモの海
での役割を学んだあと、30枚（120㎡分）のア
マモシートを作成しました。児童は「初めてのこ
とでいい体験になった。自然を守る環境を作れる
ようにしていきたい」と感想を話しました。
　アマモは種を作り、その種が定着していくこと
で群落を作ります。漁協関係者によると、今まで
の取り組みで一部は定着してきているということ
です。

　10月９日、市内小規模４小学校（旭小・荒川小・
冠岳小・川上小）の３年生児童10名が生福地区
のミカン農家を訪れ、ミカン農家の仕事について
学びました。
　児童は園主の池之上國義さんから育てる時の話
を聞いた後、「一本の木にいくつミカンはなるん
ですか」とか「ここには何種類のミカンがあるの
ですか」など次々と質問をして、熱心にメモを取
る姿が見られました。
　旭小学校の村上千恵さんは「こんないっぱいの
ミカンを30年以上も育ててきたのは大変なこと
だと思いました」と感想を話しました。

記念館での撮影の様子

アマモの種をシートに塗り広げる児童達
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まちの 話 題

第10回市小学校陸上記録会 第62回　串木野弓道大会

　10月15日、多目的グランドで第10回いちき串
木野市小学校陸上記録会が開催されました。
　各種目の１位は、次のとおりです。（敬称略）

【100ｍ走】
５年男子　小川　祐哉（串木野小）　14秒８
　　女子　大里　琉菜（串木野小）　15秒７
６年男子　草留　蓮也（串木野小）　14秒２
　　女子　冨永恵里衣（串木野小）　14秒８

【800ｍ走】
５年男子　逆瀬川　敬（市来小）　　２分41秒８
　　女子　愛川　陽菜（串木野小）　２分55秒８
６年男子　大六野光槻（生福小）　　２分35秒４
　　女子　山下　　栞（市来小）　　２分50秒４

【走り幅跳び】
５年男子　植屋幸志郎（串木野小）　３ｍ47㎝
　　女子　鈴木　杏奈（串木野小）　３ｍ49㎝
６年男子　岡田　天臣（串木野小）　３ｍ91㎝
　　女子　小野原　凜（串木野小）　３ｍ88㎝

【走り高跳び】
５年男子　日笠山　奨（串木野小）　１ｍ15㎝
　　女子　有馬　優綺（串木野小）　１ｍ15㎝
６年男子　寺田　成志（照島小）　　１ｍ25㎝
　　女子　内田　莉子（串木野小）　１ｍ20㎝

【60ｍハードル】
６年男子　赤尾　颯太（串木野小）　10秒８
　　女子　赤岩　咲来（照島小）　　11秒１

【400ｍリレー】
５年男子　串木野Ａ　　　　　　１分01秒１
　　女子　串木野Ｂ　　　　　　１分06秒０
６年男子　串木野Ａ　　　　　　　　59秒０
　　女子　串木野Ａ　　　　　　１分00秒１

【長縄とび】
５年　生福小かじりモンスター　　　54回
６年　串木野小６－１Ａ　　　　　　64回

　９月28日、串木野弓道場で第62回串木野弓道
大会が開催され、県内外の各地からあわせて174
人（計59チーム）の参加があり、精神を統一し
て的に矢を放つ姿が見られました。市内の方々の
主な成績は次のとおりです。（敬称略）
団体の部　（一般） 13位　串木野Ｃ　
個人の部
○中学生　優勝　上酔尾真裕（串木野中）
○高校生　優勝　山内　竣平（神村学園）
○一般（女子）  ９位　濵田　幸美（市来乙女）
　　　　　　　 ９位　徳重恵美子（市来乙女）
           （男子）18位　森　　高清（串木野Ａ）
　　　　　　　18位　橋口　聖矢（串木野Ｃ）
　　　　　　　18位　福岩　　晃（日置）

七夕踊フォトコンテスト大賞決まる

　８月に大里地区で開催された七夕踊を題材にした
フォトコンテスト（七夕踊保存会主催）の表彰式が
11月１日アクアホールで開催されました。106点
の応募作品の中から選ばれた入賞作品16作品のう
ち、最高賞の七夕踊大賞には大名行列の弓台持ちの
女性を撮った作品が選ばれました。
　撮影したのは市内にお住いの坂
本恵美子さんで、たまたま女性の
前後が空いて一人になった瞬間を
逃さず撮影。「女性の所作がきびき
びしていてとても様になっていた。
今後も気持ちが伝わる写真が撮り
たい」と受賞の喜びを語りました。

受賞し喜びを語る
坂本恵美子さん
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「大名行列—弓台持」

七夕踊大賞



まちの 話 題

明治維新150周年を前に各地でイベント開催される

　10月14日、「明治維新The150thカウントダウンシ
ンポジウム」が大阪市の阪急梅田ホールで開催されま
した。（主催：観光かごしま大キャンペーン推進協議会）
　明治維新150周年を４年後に控えていることもあ
り、会場は抽選で選ばれた400名の来場者で満席で
した。今回は薩摩藩英国留学生の一人で、大阪と共
に生きた五代友厚をテーマに基調講演やパネルトーク
があり、いちき串木野PRレディによる薩摩藩英国留
学生記念館のPRも行いました。

潟小路公民館にサロン誕生 100歳おめでとうございます

　潟小路公民館に地域の方々が集える会が発足。
２回目となる10月20日には地域の高齢者14名が
集まり楽しい時間を過ごしました。
　この会は毎月20日に開催するので「潟小路二十
日会」と名前が付けられています。公民館長の小
橋口さんが地域住民の健康づくりや集落に元気が
でるようにと始められたものです。
　この日は館長自ら作詞した「潟小路音頭」をギター
にあわせてみんなで歌ったり、懐かしの曲を聴いた
りしました。
　今後はグラウンドゴルフや、気候のいい時期な
ど弁当をもって皆
で 出 か け たりと
いった活動もして
いくとのことで、
小橋口館長は「多
くの人に参加して
ほしい」と呼びか
けています。

　９月25日に大平ミヨさん（坂下）が、９月27
日に西別府フミさん（別府）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
20名となり、大平さん、西別府さんには市から
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。

　また、10月16日には、明治維新で活躍し、来年
で渡航150周年を迎える薩摩藩英国留学生の偉業に
触れようというイベントが城山観光ホテルで行われま
した。（主催：城山観光ホテル）
　「薩摩スチューデント、西へ」の著者、林望さんの
講演に始まり、羽島小・中学校の子どもたちが留学
生に扮し、感動とユーモア溢れる黎明祭スピーチを
披露し、350名を超える来場者から温かい拍手が送
られました。

薩摩藩英国留学生記念館を紹介するPRレディ

留学生に扮しスピーチを披露する羽島小・中学生
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西別府　フミさん

大平　ミヨさん



まちの 話 題

平成２６年度広域ボランティアガイド研修会

　薩摩半島観光振興協議会（いちき串木野市・
日置市・南さつま市・南九州市・枕崎市で構成）
によるボランティアガイドの方々を対象にした
研修会が10月７日シーサイドガーデンさのさで
開催されました。
　研修会には５市のガイド約60名が参加し、ま
ちづくり地域フォーラムかごしま探検の会代表
東川隆太郎氏を講師に「観光ガイドの楽しみ方
と役割」と題した講演、各市ガイドさんの事例
発表、パネルディスカッションが行われました。
　各市の活動内容等意見交換ができ今後の活動
に役立つ研修会となりました。

長崎国体少年男子ソフトボール
優勝に本市高校生の活躍

記念館で薩摩藩英国留学生を学ぶ

利用者が1000人となりました
～いちき串木野悠遊観光EATこバス～

　鹿児島中央駅・串木野駅から本市の観光地を巡
る「E

い ー と

AT こバス」は、昨年10月の運行開始から
利用者が1000人を突破し、11月１日総合観光案
内所前で記念セレモニーが開催され、この日の参
加者20名に記念品が渡されました。
　EAT こバス申込・問合せ　総合観光案内所　
　　　　　　　　　　　　　　☎32-5256

　10月19日から行われた長崎国体の少年男子ソ
フトボール競技に、鹿児島工業高校ソフトボール
部で頑張っている田中雄貴君（平向）と岡田優成
君（御倉町）の２名が県選抜チームの選手として
出場し、鹿児島県に７年ぶりの優勝をもたらしま
した。
　準決勝で強豪長崎県を破り進出した決勝ではタ
イブレークに突入。延長で田中選手が決勝打を放
ち、岡田選手がサヨナラのホームを踏み、優勝を
決めました。

田中選手（写真中央）「今まで結果をなかなか残せなかったが、最後の公
式戦で優勝という結果が残せてよかった。」
岡田選手（写真右）「頑張ってきたことが優勝という形になってよかった。」

1000人目は薩摩川内市の上栫悠綺君
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　10月18日、薩摩藩英国留学生記念館で、「薩摩藩
英国留学生が生まれた理由～生麦事件以前」と題し
た勉強会が開催され、市内外から17人が参加しま
した。
　講師を元黎明館資料調査編集員の寺田緑さんが務
め、文献をもとに、羽島の地理的な特徴や留学生渡
航の100年程前からの藩の歴史といった視点から、
留学生派遣事業が生まれた背景を説明しました。
　主催した日英友好協会の理事を務める喜平ユカリ
さんは「講座をとおして少し詳しく学んでほしい」
と話されました。この講座は来年９月まで計10回
開催されます。

記念館ライブラリー・トーク（薩摩藩英国留学生講座）
○日　時　12月13日（土）15：00 ～ 16：30
○場　所　薩摩藩英国留学生記念館
○募集数　30名
○受講料　500円（資料代）
○内　容　「留学生からの報告書が薩摩藩へ与えた影響」
講師：吉満庄司氏（鹿児島県知事公室政策調整課）
○申込・問合せ
　NPO 日英友好協会事務局 橋口 ☎090-4340-4782
　E-mail　nichiei.you@gmail.com　



まちの 話 題

自衛消防隊～事業所の安心・安全は任せて 「救命ステーション」に４事業所を初認定

　第９回自衛消防隊対抗防火大会が10月24日、
いちき分遣所訓練場で開催されました。各事業所
における防火意識を高め、自衛消防隊の技能の向
上を図ることを目的としています。
　開会にあたり、主催した市防火管理協会の溜池
一孝会長は「今日参加された方は練習を経て事業
所や地域で貴重な人材になっている」と有事の際、
参加者が消火活動に当たることに期待を述べ、競
技は始まりました。各競技の１位は次のとおりで
す。（敬称略）
○屋内消火栓操法競技（14チーム28名参加）
　男子の部　日本地下石油備蓄（株）串木野事業所
　　　　　　（荒川祥太郎・上園隆太）
　女子の部　吹上園ふもと（田畑貴恵・平石奈緒美）
○消火器取扱競技（23名参加）
　男子の部　榎本翔（日本地下石油備蓄（株）串木野事業所）
　女子の部　西元詩織（いちき串木野市役所）

　救急件数が多い中、命を救うためにAEDによる
応急手当は非常に有効です。消防本部では、この
AEDを使った救命講習を受けた従業員が一定の割
合以上いる事業所を「救命ステーション」として認
定し、安心できるまちづくりに努める取り組みを今
年度から始めました。
　10月14日、市内の４つの事業所に取組後、初め
てとなる「救命標章」を市長室で交付しました。
　交付された４つの事業所は早くからAEDを事業所
に設置し、救命講習も毎年受けていらっしゃいます。
この日、救命標章を受けた事業所の三井串木野鉱山

（株）では「いざという時、行動できるように」毎
年10名程度が講習を受けているそうです。
　消防本部では、今後も救命講習会を開催してい
き、救命ステーションの数を増やしていく予定です。
　講習を希望する事業所は、消防本部までご連絡
ください。

大地震に備えて　石油備蓄基地で防災訓練

　10月９日、串木野国家石油備蓄基地で震度６を
超える地震が立て続けに２回発生して漏れ出た原
油が火災を発生したとの想定で、消火訓練や救急
搬送訓練が行われました。
　これは、鹿児島県石油コンビナート等防災計
画などにもとづき実施される防災訓練で、今年は
基地職員や県、市、警察、消防など11機関から
151名が参加して行われました。

（敬称略）

日本地下石油備蓄（株）
串木野事業所

三井串木野鉱山（株）
冠岳温泉
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消防本部（☎32-0119）
○入団資格
　 市内に居住する満18歳以上（高校生を除く）

で健康な方（男女を問いません）
○活動内容
　・ 消火活動、地震・風水害時の救助・避難誘

導等
　・火災予防運動週間中の広報活動、年末夜警
　・ 出初式や消防操法大会、規律訓練大会等の

行事への参加
○待遇
　・ 階級に応じた年額報酬、各種災害出動等手

当
　・活動服、アポロキャップ等の被服貸与
　・ 公務災害補償制度、退職報償金支給制度、

福祉共済制度、消防団員サポート制度など
○申込・問合せ　消防本部総務課総務係

あなたも消防団活動へ参加しませんか
～女性もなれます！消防団員募集！～

濵田酒造（株）
傳蔵院蔵



おしらせ版
年末・年始のし尿汲み取りについて

串木野衛生センター（☎32-3612）

市社会福祉協議会正規職員募集
社会福祉協議会（☎32-3183）

灯油等の取扱い、保管にご注意を
消防本部（☎32-0119）

　年末年始のし尿汲み取り指定日を次のように変
更します。

※年末は、汲取りの申し込みが多く、指定日以外
での汲取りは原則できません。必ず指定日の前日
までに「汲取申込札」で申し込みをしてください。

●募集人員　１名
●職　　種　市社会福祉協議会業務　一般事務
●応募資格　次の①～⑤の条件を満たしている方
　①�次の資格のいずれかを有する方もしくは平成 27
年３月31日までに取得見込みの方

　　・社会福祉士または精神保健福祉士
　　・介護福祉士・介護支援専門員
　　・社会福祉主事（任用資格）
　②普通自動車運転免許証を有する方
　③�昭和 59 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

　④平成 27年４月１日から本会に勤務できる方
　⑤採用後はいちき串木野市に居住できる方
●試 験 日　平成 27年１月18日（日）
●会　　場　市社会福祉協議会会議室
●試験方法　小論文試験・面接試験
●受付期間　11月20日（木）～12月26日（金）
●�申込方法　試験申込書等を市社会福祉協議会へ
提出してください。試験申込書と募集要項は本会
で直接入手するか、ホームページからダウンロード
してください。
●問 合 せ　社会福祉協議会

　ストーブの燃料などとして使用する灯油や、草
払機用混合油等の危険物は、その取扱いや保管方
法を誤ると火災や事故につながります。次のこと
に注意して正しく取り扱いましょう。
◆火気厳禁
・�火気の近くでの灯油やガソ
リンなどの取り扱い、保管
は絶対にやめてください。
◆ストーブ給油（補給）時の注意
・�油種（灯油であること）の
確認（※ガソリン厳禁）
◆容器と油種に注意
・�灯油ポリタンクにガソリ
ン、混合油及び軽油を入れ
るとポリタンクが侵されて
変形し、中身が漏れることがあります。

・�ガソリン、混合油及び軽油を保管する場合、専
用の金属缶で保管してください。

・�灯油ポリタンクは、『推奨・認定マーク』が付
いているものを使用してください。

　12 月は「歳末たすけあい共同募金運動月間」
となっており、援助や支援を必要とする人たちに
対して、「みんなでささえあうあったかい地域づ
くり」という趣旨でボランティアによる街頭募金
を行います。
　寄せられた善意は地域住民の福祉活動への参加
の推進、地域福祉・在宅福祉サービスの充実に使
わせていただきます。
　皆様の温かいご協力をお願いします。
●日時　12月６日（土）　　11：30～ 15：30
●場所　市内のスーパー店頭など 13か所

歳末たすけあい街頭募金にご協力を
社会福祉協議会（☎32-3183）

年
指定日

地　区
変更前 変更後

２６年

12/28�
（日）

12/25�
（木）

宇都・岩下・川畑・松下・坂下�
福薗・久木野・上石野・下石野�
大六野・鏑楠・中井原・山之口
生野

12/29�
（月）

12/26�
（金） 迫・安茶

２7年

1/1�
（木）

1/5�
（月）

島平上・田中中村・照島下�
屋敷・崎下手・塩屋町・旭町�
石川山・西浜町・浦和町

1/2�
（金）

日出町・別府・汐見町・栄町�
昭和通・高見町

1/3�
（土）

緑町・恵比須町・芹ヶ野・野下�
金山下・深田上・小瀬町・曙町�
新生町・堀・平ノ木場・戸崎�
崎野・中原・松原

1/4�
（日） 1/6�

（火）

金山・薩摩山・大原南・三井�
海瀬・土川・下山・平山・万福�
文京町・岳釜・木屋・港町�
新潟・御倉町・中組・内門�
木場・外戸・舟川（前、後）�
久福・松比良・中ノ平（前、後）�
牛之江・観音ヶ迫・平木場

1/5�
（月）

野元・平江・深田下・春日町�
市口・桜町・中尾町・佐保井
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インフルエンザの症状
　◎急な 38度以上の発熱、悪寒
　◎頭痛、関節痛、筋肉痛など全身の痛み
インフルエンザ予防
　◎外出後は手洗い・うがい・洗顔をする。
　◎流行期には人混みをできるだけ避ける。
　◎室内の温度と湿度を保つ。
　◎�体力を保つため、十分な睡眠とバランスの良
い食事を摂る。

　◎インフルエンザの予防接種を受ける。
　インフルエンザの流行する季節になりました。
以上のことに気を付けて、体調が悪くなったら速
やかに医師の診察を受けましょう。また、感染し
たら、感染拡大を防ぐため、必ずマスクを着けま
しょう。

　市では65 歳以上の高齢者の方々が、元気で健
康的な生活を送るための支援事業として、「高齢者
元気度アップ・ポイント事業」を実施しています。
　これは、自主的に健康づくりや社会参加活動に参
加するとポイントがもらえるもので、貯まったポイント
は地域商品券と交換できます。
　参加を希望される方は、説明会への出席と登録
が必要になりますので、市来庁舎の地域包括支援セ
ンターへ電話で申し込んでください。
●参加できる方　市内居住で65歳以上の方
●ポイントが付く活動
　①�市が実施する健康増進・介護予防等に関する
活動

　②介護保険施設等におけるボランティア活動
●�ポイントの交換上限　１ポイント100円で、年間
50ポイント（5,000 円の商品券）まで交換できま
す。
●申込締切　11月28日（金）
●説明会
　・12月５日（金）10：00～市来庁舎３階会議室
　・12月９日（火）10：00～串木野庁舎地下大会議室
※�今年度は最後の説明会です。申し込み忘れのな
いように、ご注意ください。

　12 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　12月３日（水）～ 12月7日（日）
●縦覧時間　８：30～ 17：00
●縦覧場所　選挙管理委員会事務局（市来庁舎１階）

　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 10㎞の圏域にある羽
島・荒川地区内において、一般電気事業者等から
電気の供給を受けている世帯と事業所を対象に、
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・荒川地区内において、一般電気事業者（九
州電力 (株)) 等から、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：一般家庭などで、一般電気事業者
から、従量電灯、農事用電灯、時間帯別電灯、
電灯季時別電灯、高負荷率型電灯、ピークシフ
ト電灯の電気の供給を受けているもの

○電力需要家：事業所などで、
　（１）�一般電気事業者から低圧電力、農事用電力、

低圧季時別電力の供給を受けているもの
　（２）�特定規模需要として一般電気事業者また

は特定規模電気事業者から電気の供給を
受けているもの（１年未満の契約など臨
時的な契約、深夜時間に限った契約等を
除く）

２．給付基準日　平成 26年 10月１日
３．加算給付金額
○電灯需要家：�電灯契約（農事用除く）１口当た

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

１kW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（株）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（株）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（株）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、お問い合わせください。
５．問合せ　政策課政策係

「インフルエンザ」を予防しましょう
串木野健康増進センター（☎33-3450）

高齢者元気度アップ・ポイント事業参加者の募集
地域包括支援センター（☎21-5172）

選挙人名簿登録者の名簿の縦覧
選挙管理委員会（☎21-5125）

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）
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ねんきん広報だより
市民課（☎33-5612）・市来庁舎市民課（☎21-5114）  

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

◎年金受給者のみなさまへ
　「平成27年分公的年金等の受給者の扶養親族等
申告書」は期限までに提出しましょう。
　老齢年金や退職を支給事由とする年金は、雑所得
として所得税の課税対象となります。（障害年金・遺
族年金は課税されません）
　課税対象となる受給者の方には、毎年11月上旬ま
でに日本年金機構から扶養親族等申告書が送付され
ますので、提出期限までに必ず提出してください。
　もし提出を忘れると各種控除が受けられず、源泉徴
収税額が多くなる場合がありますのでご注意ください。

※�手続き・相談窓口は市役所市民課または川内年
金事務所（☎22－5276）です。

　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　12月11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　12月１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
・身分証明書　（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が必要。

　12月４日から10日までは「人権週間」です。
　人権週間は、昭和23年12月10日の国連総会に
おいて「世界人権宣言」が採択されたことを記念
して定められたものです。この期間中、テレビ、
ラジオによる啓発放送や鹿児島市の山形屋で人権
に関するポスターコンクール入賞作品展を開催す
るなど、様々な人権啓発活動が各地で実施されま
す。
　この機会に、皆さんも身近なところから人権に
ついて考えてみませんか。
　また、各市町村に法務大臣から委嘱された人権
擁護委員が、地域に密着し様々な人権に関する相
談に応じています。当市では、次の方々が人権擁
護委員として活動しています。
いちき串木野市人権擁護委員
　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
◆�特設人権相談所開設
　�　家族間の問題、財産・相続等の問題、差別、
いじめなどの問題でお困りの方は、お気軽にご
相談ください。相談は無料で、秘密は固く守ら
れます。

◆法務局の相談窓口
　鹿児島地方法務局人権擁護課　☎099－259－0684
　鹿児島地方法務局川内支局　　☎0996－22－2300

● eLTAX（エルタックス）とは
　�インターネットを利用して地方税の申告などを
電子的に行うシステムのことで、本市でも利用
することができます。
● eLTAXの特徴
　・�窓口へ行く必要がなく、オフィスや自宅から
インターネットで申告できます。

　・�eLTAXに参加している複数の地方公共団体
への申告がまとめてできます。

　・市販の税務・会計ソフトに対応しています。
　・�自動入力や自動計算など、申告書作成支援機
能があります。

●利用できる税目
　・個人市県民税（給与支払報告書等）
　・法人市民税
　・固定資産税（償却資産）
詳しくは市ホームページまたは eLTAX ホーム
ページ（http://www.eltax.jp）をご覧ください。

「第66回人権週間」と「特設人権相談所開設」
市民課（☎33-5612）・市来庁舎市民課（☎21-5114）

税の申告にはeLTAX（エルタックス）をご利用ください
税務課（☎33-5616）

○日時　　１２月４日（木）１0：00～１５：00�
○場所　　中央公民館
○日時　　１２月１0日（水）１0：00～１５：00�
○場所　　市来高齢者福祉センター

☆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）
　10月 9日の５歳児歯科検診で、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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平成 27年分扶養親族等申告書が送付される方

年齢
65歳未満 年金額が 108 万円以上
65歳以上 年金額が 158 万円以上
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農業用ハウス設置事業をご利用ください
農政課（☎33-5635）  

農業用廃プラスチック類の回収（市来地域）
農政課（☎33-5635）  

バスケットボール教室受講生募集
市民スポーツ課（☎21-5129）  

　意欲ある農業者を対象として、農業用ハウス（概
ね70㎡以上）を設置する場合は、補助金（1/3以
内、限度額10万円）を交付します。
　ハウス設置について検討されている方は、条件
等がありますので、事前に農政課農林係（串木野
庁舎）までご相談・ご連絡ください。
※ハウスを設置した後の申請はできません。
※過去に本補助を受けた方の申請はできません。

　日置地域農業用廃プラスチック類適正処理推進
協議会では、市来地域の方を対象に農業用廃プラ
スチック類の回収を行います。
　農業者の方は、次の注意事項をしっかり守り、
回収にご協力ください。
●回収日時　12月４日（木）８：30～ 11：00
●回収場所　JAさつま日置北中部営農センター
●処理経費　処理単価　30円／㎏程度
　　　　　　農協口座から引落し
●持参するもの　印かん、JA通帳番号控え
●注意事項
・�異物（排出ビニル以外のもの）が混入しないよ
うにしてください。
・�空容器（ポリ・缶）については、中身を洗浄し
キャップを別にしてください。
・�運搬の際に産業廃棄物運搬車両の表示と書面の
携帯が必要になります。
●問合せ
・さつま日置農協市来支所経済課　☎36-2312
・市役所農政課農林係

●開講式　12月３日（水）　17：00～ 20：00
　※17：00～ 17：30は会場設営準備になります。
●場　所　総合体育館
●期　間　12月３日～３月19日　全14回
　（12月は毎週水曜日、１月以降は毎週木曜日に開催）
●対象者　市内に居住または在学する中学生
　（保護者の承諾を得た者で送迎が可能な者）
●保険料　800円
●�申込方法　11月21日（金）９：00から申し込
みを受け付けます。所定の申込用紙に必要事項
を記入のうえ、保険料を添えて市民スポーツ課
（市来庁舎）、総務課（串木野庁舎）または総合
体育館へ申し込んでください。

※申込には印鑑が必要です。
※申込用紙も上記３か所にあります。

堆肥助成をご利用ください
農政課（☎33-5635）

　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
　　　　　　（市税等の滞納が世帯員に無いこと）
●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
●堆肥取扱事�業者等　JAさつま日置、尾崎牧場、

オクト（株）、橋口勝利、梅北伸博、
ヤブサメファーム

●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

●必要なもの　印鑑、通帳の写し
●添付書類
・散布した土地の番地と作物名
・�堆肥を購入した領収書等（日付が平成26年４月
１日～平成27年３月31日のもののみ）
●申請期限　平成27年３月31日まで
●問 合 せ　農政課農林係

※牛ふん主体の完熟堆肥量（１0ａあたりトン数）の例
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

　麓土地区画整理事業の事業計画変更の縦覧を次
の日程で行います。詳しくは、都市計画課区画整
理係までお尋ねください。
●縦覧期間　11月 25日（火）～ 12月８日（月）
　　　　　　（土・日曜日を含む）
●縦覧時間　８：30～ 17：15
●縦覧場所　市来庁舎　都市計画課
　　　　　　串木野庁舎　土木総合窓口係
※ただし、土・日曜日は串木野庁舎のみ行います。

　鹿児島県が作成する都市計画区域マスタープラ
ン見直しについて、市の案をまとめましたので説
明会を次のとおり開催します。
●開催場所
　市来庁舎３階会議室　　�11月27日（木）19：30～
　串木野庁舎地下会議室　11月28日（金）19：30～
●問合せ　都市計画課都市計画係

麓土地区画整理事業の
事業計画変更の縦覧について

都市計画課（☎21-5153）

都市計画区域マスタープラン見直し（案）
の説明会を開催

都市計画課（☎21-5152）
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かごしま検定の実施
観光交流課（☎33-5640）

鹿児島県最低賃金が時間額678円に
水産商工課（☎33-5638）

第９回いちき串木野市ロードレース大会開催
市民スポーツ課（☎21-5129）

「初めてのパソコン講座」生募集
水産商工課（☎33-5638）

「市来地域公民館健康講座」受講生募集
指定管理者㈱図書館流通センター（☎21-5800）

　かごしま検定は、鹿児島へ関心を持ち、その素
晴らしさを実感していただくことを目的に実施さ
れます。
●試 験 日　平成27年２月１日（日）
●試験会場　�いちき串木野市・薩摩川内市・鹿児

島市他県内９商工会議所

●申込期間　11月25日（火）～ 12月25日（木）
●問 合 せ　いちき串木野商工会議所　☎32-2049

【鹿児島県最低賃金が平成26年10月19日より時
間額678円に改正されました】
○鹿児島県最低賃金は県下のすべての労働者に適
用されます。ただし、別に定める特定（産業別）
最低賃金の産業に該当する場合は、当該最低賃金
も適用されます。
●問合せ　最低賃金テレフォンサービス　☎099-223-8881

●日　時　12月14日（日）９：00より開会式
●場　所　串木野新港周辺及び荒川方面　
●種　目　小学生：1.5㎞　中学生：３㎞
　　　　　高校・一般：３㎞・10㎞
※�10㎞は男子のみで南日本通信10㎞ロードレー
ス日置地区大会を兼ねています。

●参加料　１人300円
●申込期限　12月９日（火）まで
●申込・問合せ　いちき串木野市陸上競技協会
　　　　　　　　松比良（都市計画課☎21-5153）
　　　　　　　　森園（税務課☎33-5617）
※10㎞については荒川方面がコースになります。
　�ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いいた
します。

　パソコンを少しでも習ってみたい方、会社での
使用、自宅やサークル活動、自治会活動等でのイ
ラストの入った文書作成や表・グラフ作成、ハガ
キ印刷などをしてみませんか。
●講座名　初めてのパソコン講座
●日　時　１月18日（日）～２月26日（木）
　　　　　毎週火・木曜日　19：00～ 21：00
　　　　　日曜日　　　　　 9：00～ 16：00
　　　　　（18日間60時間）
●場　所　川内技術開発センター
●�内　容　パソコン操作の基礎・文書作成・表作
成・グラフィックの入った文章・ハガキ作成・
初めてのインターネット

●定　員　先着20名
●受講料　２万円（別途テキスト代3,500円程度）
●�申込方法　直接、電話または FAX（講座名・
住所・氏名・電話番号を記入）

●申込締切　１月９日（金）
●問合せ　川内技術開発センター
　　　　　☎22-3873　FAX20-6423

　市来地域公民館健康講座をリニューアルしました。
ラテン系のダンスのメニューです。気軽にダンスと音
楽を楽しみながら汗をかいてみませんか。
●日　時　毎週金曜日（19：30～21：00）
●場　所　市来地域公民館
●月会費　2,000円
　　　　　（別途、スポーツ保険1,850円が必要）
●対　象　�18歳以上（中高生の方の申込も保護者

同伴であれば可能です）
●定　員　20名※無料体験もあります（１回限り）
●申込・問合せ　いちきアクアホール

　スポーツ・レクリエーションの振興に寄与し、
顕著な功労のあった方や各種大会で優秀な成績を
収めた方（団体）に対して贈られる平成 26年度
いちき串木野市体育協会表彰の受賞者が決定しま
した。（敬称略）
※体育功労賞
・石原　聖　　　　　・塩屋　かよ子
・竹之内　勉　　　　・中村　真由美
・平屋　浩司　　　　・山下　靖仁
・渡邉　基司
※優秀選手賞
・植村　友美（陸上競技）　・野添　佑莉（陸上競技）
・松並　沙紀（陸上競技）　・山﨑　千聖（陸上競技）
・西小野　皓大（水泳競技）
※優秀団体賞
・神村学園高等部　男子硬式野球部
・神村学園高等部　女子サッカー部
・神村学園高等部　女子ソフトボール部
・神村学園中等部　男子サッカー部
・串木野ドリームズスポーツ少年団
・串木野黒潮スポーツ少年団
・串木野中学校陸上女子団体

平成26年度いちき串木野市体育協会
表彰の受賞者決定

市民スポーツ課（☎21-5129）

試験区分 マスター試験 シニアマスター�
試験

グランドマスター�
試験

試験レベル 標準 上位 最上位
試験時間�
（制限時間）

１0：00～�
（９0分）

１３：３0～�
（９0分）

１0：00～�
（１２0分）

受験資格 特になし マスター試験�
合格者

シニアマスター試験�
合格者

受験料（税込） ３,２４0円 ３,２４0円 ４,３２0円

24



12月の移動図書館車巡回日程
市立図書館（☎33-5655）  

英語絵本の読み聞かせ会参加者募集
政策課（☎33-5628）  

クリスマススペシャルおはなし会
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。

※詳しくは、市立図書館へお尋ねください。

　市国際交流協会では、市民との交流・ふれあい事業
の一環として、英語絵本の読み聞かせ会を開催します。
　親子で絵本を通して英語に接し、外国のクリスマスの
様子を楽しく学んでみませんか。
●日　時　12月14日（日）�10：30 ～ 11：30
●対　象　３歳～小学校低学年までの幼児・児童
　　　　　（講座の間は保護者の方が付き添ってください）
●募集人員　親子10組程度（定員になり次第締切）
●場　所　薩摩藩英国留学生記念館
●講　師　ローレン　ジョンストンさん（本市ALT）
●参加料　無料
●申込み　12月5日（金）までに市国際交流協会
　　　　　事務局33-5628（市役所政策課内）へ

●日　時　12月13日（土）�14：00 ～ 2時間程度
●場　所　中央公民館2階和室
●参加費　無料
●問合せ　市立図書館

コース 巡回日 コース 巡回日
１コース ��2日（火） ８コース 22日（月）
２コース ��3日（水） ９コース 11日（木）
３コース ��4日（木） 10コース 16日（火）
４コース ��5日（金） 11コース 17日（水）

５コース ��9日（火）
13：05～

12コース 18日（木）
13コース 19日（金）

６コース 10日（水） 14コース 休み
7コース 12日（金） 15コース 休み

11月の市税納期
税務課（☎33-5682）

市県民税　　　　　第３期
固定資産税　　　　第３期 12月1日

　納期限内の納付にご協力ください。
　今月の口座振替日は、11月25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。

消費税　日本の未来の　立役者
（平成 25年度「税に関する標語作品」より）

お　く　や　み　（10 月届出分）

故　人 年齢 住所または 
公民館

喪主または
届出人

吉　留　茂　幸 83 曙 町 山之内泰司
坂　口　俊　一 87 大 六 野 坂口　政治
大　屋　好　治 72 松 原 大屋　清子
田　畑　チヨ子 83 浜 中 田畑フミヨ
髙　濵　吉　志 106 浜 町 髙濵　　洋
濵　田　欣　二 89 土 橋 町 濵田　公子
川　畑　　　勉 81 門 前 川畑　ナル
松比良　又　男 79 酔 之 尾 松比良和子
火野坂　キ　ワ 99 白 浜 火野坂正吉
久木野　重　行 82 久 木 野 久木野タミヱ
上　新　ソ　ヨ 94 岳 釜 上新　一矢
愛　甲　ハツ子 95 吹 上 園 﨑山　恭子
木　﨑　次　男 102 中 福 良 木﨑　シヅ
山　下　フヂヱ 93 芹 ケ 野 山下　勝男
大　迫　ミチ子 72 舟 川 後 大迫　靖則
福　薗　義　治 82 松 尾 福薗　昌子
石　神　禮　子 74 市 口 植屋　久美
濵　邊　トミ子 86 緑 町 濵邊　長義
龍　　　綾　子 83 芹 ケ 野 徳永　明美
久　保　昌　子 93 外 戸 浜田　妙子
三　輪　ヱミ子 84 外 戸 三輪　勝行

　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

12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

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

2日 9日 16日 ―
心 配 ご と
相 談 員

火 火 火 ―

○ ○ ○ ―
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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（９月届出分）
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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）

東
ひがし

　愛
あ い と

斗くん

（万福）
たくさんの笑顔で

皆に愛される子に育ってね♡
父：恭兵さん・母：秀子さん

井
い で う え

手上　神
か ぐ ら

楽ちゃん

（ウッドタウン）
心の優しい女の子に育ってね。

大好きだよ
父：広隆さん・母：由紀子さん

原
は ら だ

田　篤
あ つ

くん

（島平上）
賑やかな原田家に

生まれてくれてありがとう♡
父：敬輔さん・母：恭子さん

小
こ さ か

坂　剣
け ん し ん

心くん

（旭町）
明るく、元気に
すくすく育ってね。

父：慶太郎さん・母：智恵美さん

石
い し ば し

橋　新
あ ら た

大くん

（昭和通）
元気に産まれてくれて
有り難う。兄弟仲良くね

父：大輔さん・母：菜保子さん

有
あ り む ら

村　友
と も き

喜くん

（宇都）
お兄ちゃんと仲良く
元気に育ってね♡

父：友伸さん・母：千穂さん

中
な か き や

木屋　伶
れ あ

歩ちゃん

（曙町）
たくさん飲んで　眠って　
遊んで　元気に育ってね
父：良明さん・母：晴香さん

竹
た け な か

中　彩
あ や の

乃ちゃん

（春日町）
元気にすくすく
育って欲しい

父：昭彦さん・母：裕美さん

田
た し ろ

代　凱
か い せ い

星くん

（元町）
お兄ちゃん達と仲良く
元気に大きく育ってね

父：雅利さん・母：令奈さん

田
た な か

中　凜
り ん

音ちゃん

（ひばりが丘）
お姉ちゃん達と

元気に仲良く育ってね
父：周太さん・母：貴絵さん

小
こ だ ま

玉　翔
し ょ う と

斗くん

（袴田）
旺牙お兄ちゃんと

仲よく元気に育ってね♡
父：貴志さん・母：裕美さん

萩
は ぎ も と

元　纏
まとい

くん

（浜西）

健やかに育ってね

父：雅紀さん・母：智世美さん

織
お だ

田　承
じ ょ う た ろ う

汰朗くん

（駅前）
元気で明るく

たくましく育ってね♡
父：智也さん・母：みゆきさん

安
あ ん ど う

藤　多
た お

愛くん

（昭和通）
やっと会えたね♡
兄弟仲よくね♡

父：智裕さん・母：睦子さん

前
ま え だ

田　健
たける

くん

（平向）
翼兄と薫姉に負けるな !!

ガンバレ健！
父：浩人さん・母：未来子さん


