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今月の表紙今月の表紙
イルミネーションに願いを込めて
　旭町ロータリーから元町のドリームキャノピーまで
の商店街をイルミネーションが彩ります。
　ロータリー内には糖尿病予防の大切さを多くの人に
知ってほしいとブルーサークルが設置されています。
　そして商店街には、通り沿いの街路樹や事務所ビル
にイルミネーションが輝いています。これは旭町中央
通り会が「商店街の場所を知らない若い人も多い。商
店街を訪れてもらうきっかけになれば」と期待を込
め、年々イルミネーションを充実させてきているもの
です。今年も商店街のイルミネーションは 1月上旬
まで楽しめます。冬のお買いものは商店街へどうぞ。
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①②　避難勧告の指
示を受け徒歩や避難
バスで避難を開始す
る市民

③
避難所となった川上
交流センターでは避
難してきた市民の名
前を記録。健康チェッ
クなどもあわせて行
われた。

④
避難所ではMBCウェ
ザーキャスター前田
一郎さんによる防災
講演会も開催。雨と
土砂災害についての
話や集中豪雨の時の
行動などについてわ
かりやすい説明が
あった。

　11月９日、川上地区で、大雨の影響により土砂災害の発
生危険が高まったことを想定した、初の「総合防災訓練」が
行われ、川上地区住民や消防団など延べ 350人が参加しま
した。
　訓練は事前シナリオを用意せず実施。大雨の影響で刻々と
変わる状況に参加者が対応する、より実践的な訓練となりま
した。

１．避難訓練～まずは早めに安全な場所へ避難を～

　写真は土砂に埋もれた人の救出訓練。
　家一軒が土砂に埋もれたとの想定。家一軒とは
いえ目の前に見る土砂の量は想像以上に多く、ま
た、救出作業は埋まっている人を傷つけず、生存
空間をつぶさないように、作業は慎重に基本手作
業で進められます。そのため、どうしても救出ま
でかなりの時間がかかりました。
　早めの避難の必要性を感じた瞬間です。

土砂災害は過酷な現場

総合防災訓練

「もしも」の災害に備えて災害

①

②

③

④
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①災害発生を受け救出
に向かう消防車両

②③
消防署救助隊と川上分
団が救助にあたる。土
砂災害のような大きな
災害では、重機の力が
必要になる。市来建設
業互助会が重機を操作
し、人がいないと確認
された土砂や倒壊した
柱などを撤去した。

鹿児島県防災ヘリコプター「さつま」も訓練に参加。大
雨で集落が孤立し、逃げ遅れた市民を救出した。

川上コミュニティ協議会婦人部と日赤奉仕団が 450人分
のごはんとさつま汁を準備。訓練参加者に配られた。

２．合同救出訓練～土砂崩れで家が倒壊。埋もれた家屋から逃げ遅れた人を救出せよ～

３．ヘリ救出訓練～孤立集落から救出せよ～

訓練参加者の声～防災訓練は大切だ～

早めの避難のために～前兆現象を知ることが命を守る～

「いつもと違う」現象が現れたら速やかに避難を

４．炊き出し訓練～避難者に温かい食事を～

・�避難訓練や防災講演会を通して、台風や大雨の時の早めの
避難の必要性を感じた。
・�災害はいつ、どこで起こるか分からない。普段からの備え
の必要性を感じた。
・�今後の災害時の連携のためには有意義な訓練だった。今後
も繰り返し訓練をする必要がある。
・�皆さんの協力と連携の良さで、スムーズな炊き出しができた。
・�ヘリコプターの音の大きさと風の強さにびっくりしたが、
災害時にはヘリコプターの重要性を痛感した。

土石流の前兆現象
　①山鳴りがする
　②雨が降り続いているのに川の水位が下がる
　③川の水が急に濁ったり流木が混ざり始める
　④腐った土のにおいがする。

がけ崩れの前兆現象
　①がけから水が湧き出してくる
　②がけに亀裂が入る
　③がけから小石がぱらぱら落ちてくる
　④がけから木の根が切れる等の異音がする

①

②

③

　今回、実際の災害時のように、１から４の
訓練が同時に進行し、参加者はそれぞれ、今
取るべき行動を考えながら行動しました。
　災害は突然やってきます。市民一人ひとり
が災害への意識を高め、「もしも」の災害に備
えることが命を守ることにつながります。
　また、今後は、各地区の実情に応じた訓練
の実施も検討していきます。



　平成25年度の一般会計、特別会計及び企業会計の決算が議会の決算審査特別委員会の審議を経て、12月議
会で認定されました。この公表は、毎年５月と11月に市の財政状況をお知らせするものです。今回は、平成
25年度の決算状況と平成26年度（10月末現在）の予算状況をお知らせします。

平成25年度の決算状況

　平成25年度一般会計の決算額は、歳入175億6,502万６千円（前年度比5.4％増）、歳出168億68万７千円（前
年度比6.3％増）で、差し引き７億6,433万９千円（繰越明許費繰越額１億9,898万１千円を含む）を翌年度に繰
り越しました。

いちき串木野市の

一般会計

25年度 24年度 差引 説　　　　　　明

財 政 力 指 数 0.40 0.41 ▲ 0.01 普通交付税の算定に用いた基準財政収入額を基準財政需要額で除して得
た数値の3か年の平均で、高いほど財源に余裕があるとされる。

実質収支比率 6.3 7.1 ▲ 0.8 標準財政規模に対する実質収支額の割合をいい、概ね3 ～ 5％が望まし
いとされている。

経常収支比率 92.3 93.3 ▲ 1.0
財政構造の弾力性を示す指標であり、人件費、公債費等の経常経費に、
税、普通交付税等の経常的な一般財源が充当された割合で、比率が低い
ほど弾力性が大きいことを示す。

実質公債費比率 11.8 12.1 ▲ 0.3 一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対
する比率。18%を超えると許可団体へ移行する。3か年の平均値。

将来負担比率 71.4 71.8 ▲ 0.4
損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、一般会計等が将来
負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率で、350％が早期
健全化基準とされている。
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財政状況 人　口　………………　３１，１４４人

世帯数　……………　１２，３１５世帯

平成２２年１0月１日国勢調査

主要施策の概要� 　（単位：千円）

事　　業　　名 事業費 一般財源
○住民と行政とのパートナーシップによる『共生・協働のまちづくり』

地区まちづくり協議会等補助事業 38,217 38,217
生福交流センター改修事業 20,774 2,774
自治公民館建設整備補助事業 2,074 2,074

○健康で文化的な生活を営める『元気で安心できるまちづくり』
消防団消防ポンプ自動車整備事業 19,215 1,485
未来の宝子育て支援金支給事業 12,330 12,330
小・中学校耐震補強等事業 188,090 24,068
公民館海抜等表示板設置事業 5,005 3,485
総合体育館建設事業 1,628,646 31,133
薩摩藩英国留学生記念館建設事業 323,558 14,515

○世界に羽ばたく力強い産業が展開する『活力ある産業のまちづくり』
県営農業農村整備事業（広域農道） 21,890 1,190
産地水産業強化支援事業 8,000 4,000
観光交流人口促進事業 19,926 1,827
いちき串木野づくし産業まつり事業 7,000 334
空き店舗等活用促進補助事業 5,541 5,541

○利便性が高く美しいまちを創造する『快適な環境のまちづくり』
いきいきバス・タクシー運行事業 9,830 9,830
道路改良特別事業 103,011 18,084
市道海瀬坂下線道路改良事業 30,301 2,601
住宅建設（ウッドタウン）事業 42,356 14,234
麓土地区画整理事業 509,867 135,093

区　分 単位 23年度 24年度 25年度
市 税 総 額 千円 3,410,138 3,113,306 3,148,105
1 人 当 た り 円 111,676 102,790 105,260
1世帯当たり 円 253,901 231,610 234,583
人 口 人 30,536 30,288 29,908
世 帯 数 世帯 13,431 13,442 13,420

市税負担額（平成23年度～25年度決算）

注） 人口及び世帯数は、各年度末の住民基本台帳登録者数に
よる。また、市税総額は、市民税、固定資産税、軽自動
車税、市たばこ税及び入湯税の合計である。
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市有財産の状況（平成２５年度末現在）
名　　称 現　在　高 名　　称 現　在　高

土 地 3,883,945㎡ 基　　　　金 6,216,896千円

建 物 178,926㎡
内
　
　
　
訳

財 政 調 整 基 金 1,972,576千円

山 林（ 立 木 ） 95,833㎥ 市 債 管 理 基 金 1,341,930千円

有 価 証 券 14,379千円 合併まちづくり基金 1,001,848千円

自 動 車 140台 施 設 整 備 基 金 302,790千円

債 権 242,064千円 そ の 他 1,597,752千円

特別会計
（単位：千円）

歳　入 歳　出 差引額 翌年度へ繰越
す べ き 財 源 実質収支額

簡 易 水 道 事 業 406,836 406,836 0 0 0

国 民 健 康 保 険 4,360,807 4,302,423 58,384 0 58,384

公共下水道事業 648,930 648,930 0 0 0

地方卸売市場事業 10,472 10,472 0 0 0

介 護 保 険 3,286,492 3,230,565 55,927 0 55,927

国 民 宿 舎 68,012 68,012 0 0 0

戸崎地区漁業集落排水事業 15,360 15,360 0 0 0

療　育　事　業 21,029 21,029 0 0 0

後期高齢者医療 381,091 378,908 2,183 0 2,183

計 9,199,029 9,082,535 116,494 0 116,494

　平成25年度決算状況及び平成26年度予算
の概要をお知らせしました。平成25年度の
決算につきましては、市民の皆様の市政に
対するご理解とご協力により、市民生活の
各面にわたる多くの事業を施行し、概ね所
期の成果を収めることができました。また、
一般会計及び特別会計の収支状況について
は、すべて収支の均衡を保つことができま
した。
　本市の財政状況は、国の景気対策や行財
政改革の効果等により、一定の改善が図ら
れております。
　市民の皆様への行政サービスを安定的に
提供していくため、引き続き行財政改革に
取り組み、持続可能な自治体として健全財
政を堅持していかなければならないと考え
ておりますので、今後とも市民の皆様のご
理解とご協力をお願いいたします。

平成２6年度歳入歳出予算（１0月末現在）� （単位：千円）

年度
会計名

平 成 2 6 年 度 
1 0 月 末 予 算 額

一　　　般　　　会　　　計 16,207,791

特　　　別　　　会　　　計 10,078,655

内
　
　
　
　
　
　
訳

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 518,525

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 4,660,745

公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 672,549

地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 10,562

介 護 保 険 特 別 会 計 3,689,894

国 民 宿 舎 特 別 会 計 74,553

戸 崎 地 区 漁 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 15,753

療 育 事 業 特 別 会 計 23,973

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 412,101

合　　　　　計 26,286,446
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　平成25年度末における給水戸数は、8,215
戸（前年度比66戸減）、給水人口は18,771
人（前年度比323人減）となっており、給
水区域内の普及率は、99.8％になっていま
す。

　収益的収支は、収益的収入額392,399千
円に対し、収益的支出額は361,333千円で
差引き31,066千円が当年度純利益となりま
した。

　資本的収支では、資本的収入額164,340
千円に対し、資本的支出額は316,845千円
で、差引き152,505千円の不足額を生じま
すが、この不足額は、当年度損益勘定留
保資金などで補てんしました。

　本年度の主な建設事業は、第６次拡張
事業として川上水源からの中継槽となる
芋之原配水池の電気設備工事、袴田地区
などで昨年度に引き続き、送配水管布設
工事を実施しました。
　また、平成21年度に上名大薗地区でボー
リングした坂下水源地において、建物本
体及び取水ポンプ設備等の築造工事を実
施しました。
　その他に、老朽化などに伴い、旭地区
や市道向井原線などの配水管布設替工事
を実施しました。

　今後も更に経営の合理化・効率化を図
りながら営業活動に取り組み、利用者の
要望に応えられるよう努力してまいりま
すのでご理解とご協力をよろしくお願い
いたします。

平成２５年度の決算状況
◎水道事業会計
　水道事業は、皆様からいただいている水道料金を主な収入として運営しています。
　平成２５年度決算は、次のとおりになりました。

区　分 科　目 平成26年度（10月末予定額）（消費税込み）

収 益 的 収 支
水 道 事 業 収 益 424,879千円
水 道 事 業 費 用 422,314千円

資 本 的 収 支
資 本 的 収 入 163,381千円
資 本 的 支 出 321,589千円

いちき串木野市の財政状況

収益的収支（消費税抜き）

基本的収支（消費税込み）
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公営企業

平成２6年度の予算状況（１0月末現在）
◎水道事業会計



　市では、80歳で20本以上歯がある元気な方を募集し、今年度は６名の方が11月26日に開催された保健福祉
大会で表彰されました。表彰された方をご紹介します。　� （年齢は10月31日現在）

8020表彰おめでとうございます8020表彰おめでとうございます8020表彰おめでとうございます
～80歳で20本以上の歯を残す、それが8020運動～

江
えぐち

口　道
みちこ

子さん
【89 歳　歯数 26 本】
★好きな食べ物
　マグロの刺身、照島海の駅のマ

グロずしが特に好きです。
★好きなこと（趣味）
　�歌を歌うこと、菜園や花を育てること、そして
人と語ることが好きです。

★元気の秘訣
　�80 歳で 20 本自分の歯を残すことを目標にして
きました。現在も食べたら磨くなど口の中のお
手入れを続けることが元気の秘訣です。

松
まつばら

原　力
ちから

さん
【82 歳　歯数 28 本】
★好きな食べ物
　好き嫌いなく、何でも食べます。

★好きなこと（趣味）
　�毎朝 5000 歩くらい歩いています。ひ孫の成長
が楽しみです。

★元気の秘訣
　�日曜大工をしたり、ひ孫と会ったりすることが
楽しみで、元気の秘訣です。

⻆
つのだ

田　泰
やすこ

子さん
【81 歳　歯数 29 本】
★好きな食べ物
　野菜類、全般好きです。

★好きなこと（趣味）
　�手描友禅は 20 年以上続けています。音楽を聴
くことが好きです。ピアノやバイオリンも少々
やっています。

★元気の秘訣
　�皆さんに感謝しながら、楽しく暮らすことが元
気の秘訣です。毎日幸せに過ごしています。

に し だ

田　義
よしひで

秀さん
【80 歳　歯数 23 本】
★好きな食べ物
　好き嫌いはなく、大好きな焼酎

は毎晩飲んでいます。
★好きなこと（趣味）
　�週 4 回のグラウンドゴルフに参加し、人と語る
ことが楽しみです。

★元気の秘訣
　�温泉に毎朝行くこと、知人に頼まれた草はらい
をすることが元気の秘訣です。

大
おおつぼ

坪　千
ち づ こ

鶴子さん
【80 歳　歯数 22 本】
★好きな食べ物
　果物が好きです。

★好きなこと（趣味）
　�詩吟を昔からやっていました。テレビで野球を
観戦することが好きです。

★元気の秘訣
　�バランスを考えて食べるようにしています。

松
まつもと

元　公
きみお

雄さん
【80 歳　歯数 27 本】
★好きな食べ物
　甘いものと焼酎が好きです。

★好きなこと（趣味）
　�彫刻（仏像・大黒様）を作っています。週 3回
のグラウンドゴルフが楽しみです。

★元気の秘訣
　�1 日１万歩をめざしてウォーキングをしていま
す。

　食生活や運動とともに、歯や口の健康についても意識が高まっているように思います。
これからも多くの市民の皆様に 8020の実現をめざしていただきたいと思います。
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8020運動の推進に
尽力いただいています

　市の食生活改善推進員連絡協議会が、
11 月１日かごしま口腔保健協会から、
8020 運動や２歳児歯科検診での啓発
活動などが評価され表彰されました。
8020運動には 10年もの間ボランティ
アで取り組んでいらっしゃいます。
　表彰おめでとうございます。

健康に関するポスター入賞作
　児童・生徒の健康に関する意識のより一層の高揚を図ることを目的として、市内の小中学生を対
象に「健康に関するポスター」を募集したところ、290点の応募があり、特別賞５点、特選 10点、
入選 20点が選ばれました。

健康増進課（☎ ３３-５6１３）

照島小学校５年
濵田　洸熙　君

照島小学校６年
川元　冴夏　さん

串木野中学校２年
橋口　美月　さん

串木野中学校３年
濱田　真未さん

串木野西中学校１年
亀井　七夏海　さん

【特　別　賞】
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健康なまちづくりシリーズ

串木野健康増進センター（☎33－3450）
食塩を今より１日２ｇ減らしましょう！
☆１日の食塩摂取の目標量は男性９ｇ未満、女性 7.5 ｇ未満です。
　また、高血圧の方は１日６ｇ未満とされています。
　�脳卒中や腎疾患などの原因にもなる高血圧を予防するために減塩のポイント
をご紹介します。

みそ汁は１日１回具たくさんで（みそ汁１杯に約 1.5 ｇ～ 1.8
ｇの食塩が含まれます）
汁ものの具を多くすると汁の分量が減り、食塩量も減ります。

めん類のスープは飲まない習慣を
めん類のスープ 200ml 中に
約３ｇの食塩が含まれます。
スープは残す習慣を身につけ
ることが大切です。

つけものは、即席づけで酢の利用を
たくあん漬け２切れ（20ｇ）に食塩 0.9 ｇが含まれます。つけものは即席
漬けにしたり、お浸しも酢やだし汁を活用すると食塩量が少なくなります。

だし汁や香味野菜などを活用して薄味にしましょう

※�市内の飲食店でＥ
い ー と
ＡＴ d

で
e 健康メニュー（食塩相当量３ｇ未満／エネルギー量 600kcal 未満）

を提供していますので、ぜひご利用ください。
※鹿児島県が減塩レシピ集を作成しています。県のホームページをご覧ください。

ポイント１

ポイント２

ポイント３

ポイント４

望ましい食塩濃度（0.8 パーセント）の味噌汁の作り方

　　　　　�だし汁150㏄
　１人分　�
　　　　　�みそ　小さじ２（12ｇ）

スープを残せば
約３ｇの減塩！

食塩
小さじ
1/6 杯

しょうゆ
小さじ１杯

減塩しょうゆ
小さじ２杯

ウスターソース
小さじ２杯

コンソメ（顆粒）
小さじ
2/5 杯

和風だし（顆粒）
小さじ
1/2 杯

みそ
小さじ１と
1/3 杯

ケチャップ
大さじ２杯

≪参考≫食塩１ｇに相当する調味料の量
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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

第9回 正月の祝い膳～お雑煮～

　昨年12月４日、日本の「和食；日本人の伝統
的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録が
決まったというニュースは、まだ記憶に新しい
ものです。このユネスコ無形文化遺産に登録さ
れた「和食」とは、「自然の尊重」という日本人
の精神を体現した食に関する「社会的慣習」で、
その特徴のひとつに、食が正月行事などの年中
行事と密接な関わりを持っていることが掲げら
れます。

　正月行事との密接な関わりがある和食といえ
ば、お雑煮やおせち料理がありますね。中でも、
お雑煮は正月に日本各地で一年の無事を祈り食
べられる伝統的な和食で、餅の形や出汁、具の
種類など地域や家庭によって様々です。

お雑煮にお餅はつきもの？
　餅は昔から日本人にとってお祝い事や特別の
日に食べる「ハレ」の食べ物でした。そのため
新年を迎えるにあたって、餅をついて歳神様に
お供えをしました。そして元日にそのお供えを
お下がりとして頂くのがお雑煮で、正月三が日
の祝い膳には欠くことのできない料理です。お
雑煮を食べる際には旧年の収穫や無事に感謝し、
新年の豊作や家内安全を祈ります。

雑煮はいつごろから？
　「雑煮」の語源は「煮雑（にまぜ）」で、いろ
いろな具材を煮合わせたことに由来するそうで
す。また、雑煮の歴史は古く、室町時代に武家
の宴会では必ず一番初めに酒の肴（さかな）と

して雑煮が振る舞われ、縁起のよい料理とされて
いたようです。この風習をもとに、一年の始まり
である元日に雑煮を食べるようになったといわれ
ています。当時は餅の原料である米が高価だった
ため、一般の庶民は餅の代わりに里芋を入れてい
たようですが、江戸時代に入ると、一般庶民でも
簡単に餅が手に入るようになり、全国的にお餅を
入れたお雑煮で正月を祝うようになりました。

地方により異なる雑煮
　一般的に、雑煮に使うお餅の形は、関西地方で
は丸餅、関東地方では角餅を使う傾向があります。
これは、関西では「円満」の意味を持つ縁起もの
として丸餅が使われ、関東ではひとつずつ手で丸
めるより、手っ取り早く数多く作れることから角
餅が使われたと考えられています。
　また、出汁の味付けにも違いがあり、関西地方
では白味噌仕立て、東日本と近畿を除く西日本で
は、すまし汁仕立てが一般的です。出雲地方や能
登半島の一部などでは小豆汁にする雑煮もあるよ
うです。
　そのほか、お雑煮に入れる具には野菜のほかに
地域の産物が使われます。例えば、新潟ではサケ
やイクラ、千葉ではハバノリ、島根ではハマグリ、
広島では牡蠣（かき）などで、鹿児島では縁起を
担いだ海老が入れられます。
　気候や風土が違えば言葉や生活習慣が異なるよ
うに、お雑煮にもその地方の食文化の違いがみら
れます。全国各地のお雑煮を調べてみるのもおも
しろいですね。
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地元の旬の食材を味わおう!!

手打ちそば

❶そば粉をふるいに通す。山いもはすりおろす。
❷�粉に❶の山いもを少しずつ加えてなじませる。（耳たぶ位のかた
さに）
❸こねた生地をめん台にのせ、めん棒で均一にのばす。
❹打ち粉をふって折りたたみ、2.5㎜幅に切る。（打ち粉は多くする）
❺余分な粉を落としながらほぐし、沸騰した湯に入れる。
　�かきまわさないようにして２～３分ゆでる。ゆで上がったら水
に入れ、冷えてからそばを洗い、ザルに取り上げ水気を切る。

農政課（☎33－5６35）

新そば粉が出まわる季節です。打ちたて、湯がきたてのそばで味と香りをお楽しみに。

【1 人あたり】
エネルギー …316kcal
たんぱく質�……9.1ｇ

脂質�……………2.1ｇ
炭水化物�……62.7ｇ
食塩相当量……1.8ｇ

※�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）
そば粉� ……………………150ｇ
山いも�………………………75ｇ
水（�基本的には加えない方がよ
いが状態をみて少々加える）

打ち粉�………………………35ｇ

つゆ
�だし汁………………500cc
�薄口醤油�…………小さじ４
�みりん�……………小さじ２

※�そば粉は多い方がそばの味と香りを楽しめるが、初めての方はそば粉と強力粉を５対５（５割そば）にま
ぜてもよい。慣れてきたら強力粉を減らして作る。山いもを使わないときは粉の半量が水の量とする。

つけあげ入りなます試食 パネル展示 からいも団子作り体験 冷凍まぐろ試食

親子料理教室
　梛

な

木
ぎ

春
しゅん

幸
こう

氏を講師に迎
え、寿司作りに親子で挑
戦。参加者は「魚をさば
くのは難しかったけど、
自分で作ったお寿司はと
てもおいしかった」と話
しました。

梛
な

木
ぎ

春
しゅん

幸
こ う

氏による
基調講演

ぐりぶ～とさわちゃん
・ぽめ郎くん

箸で豆をつかむゲーム

食育関係団体による活動発表 健康相談

食のまち　いちき串木野キャンパス

　　　　　　　　　～みんなで育む子どもの食～
　11月 16日、市民文化センターで開催し
た「食のまちいちき串木野キャンパス～み
んなで育む子どもの食～」では多くの方に
ご来場いただき、食育を体験していただき
ました。
　このイベントをきっかけに家庭や地域で
の食育に役立ててもらいたいと思います。
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農芸高校本来の「ものづくり力」
　最近はレシピのみ製造会社に提供して「○○農業
高校の○○」として売られている商品もある中、今
回、鮪味噌の開発にあたっては、「原点に返って自
分たちで企画から製造」まで一貫して行うという方
針で臨みました。地域の課題を見つけ、商品を企画
し、試作生産を行い、商標登録などをし、広報・販
売・流通までの一連を実践することが農芸高校食品
開発の本来の姿だという思いからです。

　文化祭当日は、鮪味噌が地元新聞にも取り上げら
れた後ともあって、多くの人が鮪味噌に手を伸ばす
中、開発に携わった中尾君は「手を付けずに通り過
ぎる人もいて、まだ、魚の加工品が苦手な人がいる
んだ」と消費者の反応を直接感じ取っていました。
そして「次は（買ってもらえるように）どうにかし
ていきたい」とも話しました。
　実践してみないと分からないことです。

　素材を地域から調達し、地域と密着して、地域を
支援していきたいと願う市来農芸高校の生徒達。
　まだまだ、市来農芸高校のチャレンジは続きます。

マグロを使った味噌を
　市来農芸高校の農業経営課３年生の４人（中尾優
志君・大西真生さん・園畑匠太君・下世綾夏さん）は、
市来農芸高校が今年創立80周年を迎えるにあたり、
何か「華を添えるようなもの」、また食のまち・ま
ぐろの町いちき串木野を PRできるマグロの加工品
が作れないか考えていました。
　４人は今年４月、市内のマグロ水産事業所を見学
に行き、まぐろの切れ端が
ペット用食品として利用さ
れているという話を聞きま
す。「もったいない！」と
思った４人。そして、同高
校では黒豚味噌やチリメン
味噌などを商品化してきた
ノウハウもあったことか
ら、マグロを使った味噌の
開発を始めました。
�����

マグロの食感を味わえるのがミソ
　開発中はマグロの食感を残す
ことに苦労しました。味噌に入
れるマグロの大きさを変えなが
ら、何度も試作を繰り返しまし
た。また、調味料に使う食材に
も配慮し、血糖値を上げにくく、
ミネラルに富む黒砂糖を使用し
たり、滋養に富む食材を使用し
ました。

　そして、校内外での試食アンケートも実施。最終
的に十数回の試作を重
ね、子どもから大人まで
マグロの食感を楽しみ
ながら、美味しく食べて
もらえる、今の形にたど
り着きました。

文化祭は鮪味噌や黒豚
味噌を買い求める人で
ごった返した。

鮪の加工工場新洋水産で聞き
取りをする生徒達。新洋水産
は開発中の材料の提供や解凍
方法もレクチャーしてくれた
とのこと。

食感を残すため、手間は
かかるがマグロをサイコ
ロ状にカットしていく

味の監修には生活研究グループの
協力ももらった

開発した３年生が報道陣に説明。新聞などで紹介された。

試作は大変だけど仲間がいれば楽しい時間

　11月13日、市来農芸高校文化祭で、新たな商品が販売されました。
それは「鮪味噌」。用意された 200 個の商品は、一人２個の限定販
売だったにもかかわらず、わずか 30分で完売しました。
　今回は、市来農芸高校の生徒４名
が中心になり、今年４月から試行錯
誤を繰り返しながら作り上げた「鮪
味噌」の開発のお話です。

市来農芸高校の鮪味噌
●マグロの風味と食感が楽しめる甘辛い

お味。

●材料のマグロや焼酎など地元産を使用

●味噌も市来農業高校で作られたものを
使用

●健康にも配慮した食材を使用。

●�ラベルは校内公募し、生徒のオリジ
ナルデザイン。

明るい色使いが目をひく。

市来農芸高校のチャレンジシリーズ　まち・ひと元気⑱
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平成27年１月18日（日）

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先導者
に従い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　元気な街づくりウオーキング大会参加申込書
ふ　り　が　な
氏　　　　　名

年齢
学年 性別 住　　所 保護

者印 電話番号 コース希望に
○を

バス希望者は
○を

市内・市外（　　　　　　　　　　市） 3・5・10㎞ 市来庁・串庁・串駅

市内・市外（　　　　　　　　　　市） 3・5・10㎞ 市来庁・串庁・串駅

市内・市外（　　　　　　　　　　市） 3・5・10㎞ 市来庁・串庁・串駅

市内・市外（　　　　　　　　　　市） 3・5・10㎞ 市来庁・串庁・串駅

※�４年生以下の参加は保護者同伴とし、児童生徒（５年生以上）のみの参加は保護者の承諾印が必要です。

切　り　取　り　線

【受 付 時 間】８：30～８：50
【開 会 式】９：00～（小雨決行、荒天中止）
　　　　　　　　※中止の場合は防災無線で放送
【集合出発場所】串木野西中学校
【駐 車 場】新田グラウンド等
【参 加 資 格】健康な方ならどなたでも参加できます

ホームページから電子申込もできます！（http://www.city.ichikikushikino.lg.jp）
【事前申込締切】１月９日（金）まで【当日受付もできます】
■主　催：いちき串木野市・いちき串木野市教育委員会
■主　管：元気な街づくりウオーキング大会実行委員会　■後　援：いちき串木野市体育協会・南日本新聞社

第 17回元気な街づくりウオーキング大会
①らくらく野平３㎞コース
　　（所要時間：１時間程度）
②ほくほく深田５㎞コース
　　（所要時間：１時間 30分程度）
③ほたるの里荒川 10㎞コース
　　（所要時間：３時間程度）
※　参加料無料（完歩賞進呈）

＜送迎バス運行予定＞
　市来庁舎出発　　　７：50　※要予約です。
　串木野庁舎出発　　８：00　※途中下車は出来ません。
　串木野駅出発　　　８：10

【問合せ・申込先】　教育委員会市民スポーツ課（市来庁舎）
　　　　　　　　　　℡３２－３１１１　　　FAX ３６－５２２８
　　　　　　　　　　※市役所正面玄関ホール（串木野庁舎）・串木野体育センター
　　　　　　　　　　　総合体育館・Ｂ＆Ｇ海洋センター・市来体育館にも申込書の提出ができます。

※�当日、会場で実行委員会主催の地元新鮮
野菜等の物産販売を行います！

大好評！
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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）12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

現在　年末年始特別警戒中　　（～１月10日）

「ただ今、青パト隊パトロール中」
生福地区防犯パトロール隊

　地域住民の安全・安心な生活を守るため、いち
き串木野警察署・いちき串木野市消防本部・串木
野海上保安部の３機関が連携して、年末年始にお
ける各種犯罪や事件・事故及び火災を未然に防止
することを目的に年末年始特別警戒を実施中です。
　また、いちき串木野地区防犯協
会では、期間中、警察署や地域安
全モニター、少年ボランティアの
方々と一緒になり、防犯キャンペー
ンや防犯パトロール等を実施して
います。

　生福地区は、市の北東に位置し、10 集落
からなる人口約 1600人、ウッドタウン以外
の集落は高齢者・空き家が多い地域です。
　自主防犯パトロール隊は結成時の情勢に危
機感を持った有志により、「自分たちの地域
は自分たちで守る」という強い正義感と団結
力により、隊員 20名、車両 15台で平成 20
年５月に発足しました。
　現在は隊員 28 名車両 20 台に増え、青パ
トで子ども達の下校中の見守りや地域内を
毎週２回巡回パトロールしたり、不審者・不
審車両の早期発見と地区内の
危険個所の点検など、事件事
故を抑えるための活動などを
行っています。
　また、地区内の各集落には
安全パトロール隊、女性部主

体のパトロール隊が結成され、それぞれ毎週
交代で、防犯・交通安全活動を積極的に行っ
ています。
　松田隊長は、「防犯パトロールは、地域住
民が自主防犯活動として最も手軽で、誰もが
参加でき、そして地域の犯罪抑止に効果の高
い活動で、安全で安心して暮らせる地域づく
りに大きな役割を果たしている。『地域の目』
として、今後隊員を 50名程度に増やし、地
域住民全体で見守る体制にできれば」と話さ
れました。
　隊員の中には「最近、他県において悲惨な
事件・事故が発生している。子ども達の下校
中の見守りや地区内の防犯パトロールを早く
から取り組んでいてよかった。引き続き子ど
も達が事件事故に遭わないように、見守り活
動を続けていきたい」との話もありました。

運動重点 ・犯罪の未然防止
・子どもと女性の犯罪被害防止及び高齢者の安全対策
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かごしま子育て支援パスポート事業　協賛店の紹介
○�　子育て支援パスポートは、県内の協賛店舗（近隣地域では、鹿児島市、
薩摩川内市、日置市等）で共通してご利用いただけます。
　　すべての協賛店舗は、いちき串木野市ホームページにて確認できます。
○　協賛店舗の受付は、随時行っています。
○�　このパスポートは、満 18歳未満の子どもや妊娠中の方がいる世帯に
随時交付しております。

福祉課　（☎ 33－5６18）・市来庁舎市民課（☎ 21－5117）

企業・店舗等名称 所在地 電話番号 子育て支援サービス内容
森写真館 御倉町 88 32-2464 ・来館されて記念撮影等をされた場合粗品進呈（額付写真 1枚 )
花の店リーフ 湊町 3051-1 36-3744 ・店内に授乳スペースを設置

モン・シェリー松下㈲ 大里 5550-1 36-2521 ・店内に授乳スペースを設置　　　　

濵田酒造㈱濵田スタンド 湊町 1丁目 226 36-2331 ・店内に授乳スペースを設置
メガネ技術館キヨミズ 元町 172 32-3727 ・ポイント（トロちゃんシール）３倍
㈲永里鮮魚店 元町 159-1 32-3134 ・ポイント（トロちゃんシール）３倍

㈲ミートハシグチ 旭町 74 32-3029 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍

フラワーハウスQ's 旭町 73 33-5023 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍

うえの美容室 元町 104 32-2945
・�料金 10％OFF（ただし、着付けや七草等の特別料金の場合は対象
外）　または、ポイント（トロちゃんシール）２倍

・お子様同伴OK　（絵本、ビデオ有）
㈲遊眠館栄光 元町 6 32-2228 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍

時計、宝飾、メガネ、補
聴器のハットリ 旭町 76 32-2870 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍

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

㈲セントラルミルク�
サービス 栄町 4-2 32-2405

・�母子手帳を持ってご来店された妊娠中の方へ出産されるまで、牛
乳を廉価で宅配します。ただし、土川・冠岳等一部地域の方につ
いては、宅配業務が対応できない地域がございますので事前に直
接ご相談ください。

焼酎蔵薩州濵田屋�
伝兵衛 湊町 4丁目 1 36-3131 ・店内に授乳スペースを設置・蔵見学（無料）

㈱エーコープ鹿児島�
Aコープ大里店 大里 4丁目 1 36-4677 ・店内に授乳スペースを設置・ベビーカーが通れるバリアフリー店舗

のもと文具店 元町 175 32-2425 ・�５％引き＋ポイント（トロちゃんシール）２倍　（ただし、特価品を除く）
㈱タイヨー串木野店 旭町 60 32-4689 ・ベビーカーの無料貸出　　　・年２回のベビー用品大会

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

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

メガネのヨネザワ�
串木野店 曙町 121 33-2090

・�ジュニアCLUB(18 歳未満・眼科処方箋を持参されてメガネをお作
り頂いた方）
　６か月以内の度数変化の場合、無料でレンズ交換（１回のみ）
・キッズCLUB（小学生以下）　メガネ購入後２年間レンズ保証
　１回目…　レンズ無料交換
　�２回目以降…1枚 1,620 円で交換（ただし、レンズの種類により
価格が異なります）　

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

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

鹿児島相互信用金庫�
串木野支店 元町 165番地 1 32-8888

①子育て応援定期積金「ハローキッズ元気積金」の発売
　・�最高３名まで、お子様の人数に応じた金利優遇のメリットを子
育て世代にお付けした定期積金

　・�成約特典としてお子様の写真を表紙にはさんで使える「専用証
書ケース」をプレゼント

②�「子育て応援メリット金利」の開始
　�お子様が２名以上いらっしゃる場合、住宅ローンの店頭表示金利
を０．１％優遇いたします。（当金庫の住宅ローンをご利用になら
れる方で，固定金利型をご選択される方）
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企業・店舗等名称 所在地 電話番号 子育て支援サービス内容

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

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

薩摩金山蔵�
坑道見学 野下 13665 21-2110 ①３歳未満無料���②ベビーカーでの見学可

③ベビーカーやお荷物の一時預かり可
薩摩金山蔵�
ほたる庵 野下 13665 21-2110 ①アレルギー対応の「お子様カレー」あり���②お子様用椅子あり

③クーファンの貸し出しあり����④トイレにベビーベッド設置
おかずや 元町 12 32-2813 全商品一割引 (トロちゃんシールも差し上げます）

㈲かみその菓子舗 元町 95 32-2207 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍
鹿児島信用金庫�
市来出張所 湊町 1丁目 231 36-4341 ・ベビーカーが通れるバリアフリー店舗

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

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

柳園急便 湊町 4丁目 205 21-5400
・�発送がある時は、集荷に伺います。　さらに、発送料を 100円引
きします。

・発送事務手続中には、お子様の見守りをします。
�・ミルクのお湯を提供できます。

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

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

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

市来えびす市場 湊町 1丁目 99 21-5082 ・バリアフリー店舗です　　　・授乳用のお湯を提供します

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

元町通り店 元町 112 32-3012 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍　　　・毎月２日と 20日は、ポイント（トロちゃんシール）３倍
大山製パン 元町 203 32-2872 ・ポイント（トロちゃんシール）３倍
リトルハイツ 桜町 5 32-7438 家賃１か月あたり 1,000 円割引き（１年間のみ）

㈲中央オートサービス 桜町 5 32-2417

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

公文式�
串木野桜町教室 桜町 38番地 2 32-0471

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

　◎�「こそだてちえぶくろ」の実施日時（予定）は、教室までお問
合せください。

②�読み聞かせが楽しくなる『えほんだいすき～よみきかせガイド～』
を希望の方に無料でご提供します。

公文式�
串木野照島教室 恵比須町 7075-1 080-5603-1647

公文式�
市来教室

大里3810番地 5�
（Aコープ大里店２階）

090-8663-
7251

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

㈱田中写真館 栄町 176 32-2022 ・学生証明写真割引有　・写真１カットプレゼント（特製フレーム付）
鹿児島銀行�
串木野支店 旭町 56 32-2121

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

鹿児島銀行�
市来支店 大里 3939 36-5050

タイヤガーデン�
Ｒ３鹿児島 薩摩山 13300 33-0777

・お子様にジュース、お菓子をサービス。�����・キッズルーム完備。
・タイヤをお買い上げのお客様は５％割引します。
・オイル交換を普通車￥１,730、軽自動車￥１,300 でご提供します。

佐々原茶舗 旭町 102 32-3900 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍

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

ブーランジェリークープ 旭町 3-1 32-6560 ・全商品５％割引
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　７月にオープンして５か月がたつ薩摩
藩英国留学生記念館ですが、その美しい
外観や展示、また、地元の方々も一緒に
なったおもてなしで、その客足は途絶え
ることはありません。
　この冬、ホットな記念館にぜひご来館
ください。では、最近の記念館の話題や
情報をお届けします！

記念館に市場出現

　11月９日、薩摩藩英国留学生記念館で「薩摩スチューデント市場」が
開催され、地元羽島の方が作った野菜やちりめんコロッケ、また、記念
館を応援するサポートカンパニーの新作商品などが並び、多くの人が訪
れました。
　館内カフェでは１日限りの特別メニューが用意され、２階展望デッキ
での出張カフェでは素晴らしいロケーションとギターの生演奏を聴きな
がらケーキやコーヒーなどを楽しむ人の姿も見られました。

「全国わがまちCMコンテスト」で入賞

　地域の魅力を 30 秒の
CM に収めた作品を競
う「全国わがまちCMコ
ンテスト」に、記念館を
テーマにした作品「響き
あう魂」を本市も出品。
11月 29日に、応募総数
118作品中、入賞８作品
に選ばれ、佳作をいただ

きました。
　CMは、市民と市職員の有志で制作。アイデアを
持ちより、撮影は留学生が旅立った瀬を望む記念館
のデッキで行われました。
　受賞作品は市のホームページでご覧いただけます。

お問い合わせ　薩摩藩英国留学生記念館　☎35-1865

薩摩藩英国留学生記念館の年末年始の開館状況
　●休館日：12月 29日～ 12月 31日
　●開館日：１月１日（10：00～）
　※記念館内カフェも同様となります

年間パスポートでお得に！
　リピーターも多い記念館。年間パスポート（展
示観覧券）を購入すると何回でも観覧できてお
得です。
●年間パスポート料金
　高校生以上　600円（通常１回 300円）
　小・中学生　400円（通常１回 200円）
　＊障がい者手帳保有者は 100円引き
●有効期限　発行日から１年間
●購入場所　薩摩藩英国留学生記念館

無料送迎バスでお得に！
　団体で薩摩藩英国学生記念館をご観覧いただ
く場合、無料の送迎バスをご利用いただけます。
　●ご利用人数　５～ 24名
　●ご利用範囲　
　　いちき串木野市内一円
　●ご予約
　　記念館（☎ 35-1865）へ

11月15日来館者が３万人を突破

　３万人目となったのは、鹿
児島市から団体のツアーで来
た小学校１年生の鈴木友萌
ちゃん。市長から記念品が贈
られました。
　皆様のご来館に感謝申し上
げます。おばあちゃんといっしょ

に来ました。３万人目と
聞いてびっくりしました。
ありがとうございます。

知っ得情報
知っていると、もっと薩摩藩英国
留学生記念館を楽しめる！

来年は薩摩藩英国留学生渡欧150周年を迎えます！
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まちの
話 題

　三井串木野鉱山㈱の
五味篤社長は、「銀嶺の
アンデス～高橋是清の
ペルー銀山投資の足跡
～」を執筆し、ペルー
の博物館から出版され
た本を寄贈くださいま
した。
　この本は、第20代内
閣総理大臣も務めた高
橋是清が日本初の大型
海外投資として薩摩藩

英国留学生も関係した、ペルー銀山開発にかかる
一連の物語となっています。
　五味氏は執筆にあたり、高橋是清ほか当時の技
師や通訳の手記などを10
年かけて丹念に調べ、ま
とめあげました。
　寄贈された本は市立図
書館と薩摩藩英国留学生
記念館にそれぞれ１部ず
つ置いてあります。ぜひ
ご覧ください。

　10月31日、障害者就労継続支援事業所ワーク
スペースｉ

あい

の利用者がドラキュラやお化けなどに仮
装し、「トリックオアトリート（お菓子くれなきゃいた
ずらしちゃうぞ）」とハロウィンを楽しみました。
　これは、様々な社会生活を利用者に体験しても
らおうと毎年行っているもので、今年は今までのグ
ループ事業所のほか普段協力いただいている金融
機関や飲食店、自動車整備工場など計８か所にお
礼を兼ねて回りました。
　赤ずきんに仮装した利用者の一人は「赤ずきん
の仮装にあわせてピアスもそろえました。楽しいで
す」と笑顔で感想を話しました。

仮装してハロウィンを

日本初の海外大型投資を執筆

染物屋さんが卒業の思い出つくりに一役

　11月末、串木野小学校６年生の各クラスが卒
業記念に伝統的な染付方法でクラスの旗を製作し
ました。
　これは、五月幟

のぼり
などをつくる亀﨑染工㈲の五代

目亀﨑昌大さんが「地元にある伝統的な文化に触
れて学んでほしい」と２年前から続けているもの
です。
　この日は、事前に各クラスがデザインした絵を
亀﨑さん達が畳より一回り大きな布に下書きし直
したものに、児童たち自身が刷毛を使って色を染
める作業をしました。
　やり直しのきかない染色作業を終えた土川桜子
さんは「色を付けるのはドキドキしたけど楽し
かった」と話し、周りの友人と「クラスのみんな
で作れていい思い出になったね」と顔をほころば
せていました。

収穫に感謝　田の神講（たのかんこう）

　11月８日、中福良集落にある田の神さあで、
今年の収穫を感謝する田の神講がありました。
　中福良集落の上郷中と下郷中がそれぞれ、赤飯
とお神酒をお供えし、「今年１年ありがとうござ
いました」と感謝の言葉を述べ、参加した人たち
は田の神さあからおすそ分けをいただきました。
　なかなか見られなくなったこの田の神講。今年
の当番である「座元」を務めた留盛寛さんは「や
めるのは簡単。できる間は続けていきたい」と話
されました。

執筆した五味氏（左）
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まちの 話 題

かんむりだけ山市賑わう 世界で活躍するダンサー「KENZO」に習う

　11月８日、神村学園で「秋のダンスキャンプ」
として、市内外のダンス教室などに通う小学校２
年生から中学校３年まで約160名が集まり、世界
で活躍する「K

ケ ン ゾ ー
ENZO」に約１時間半のレッスン

を受け汗を流しました。
　講師のKENZOさんは、国内外のダンスコンテ
ストで数々の優勝歴がある、音楽グループ「D

ダ
A 

P
パ ン プ
UMP」のパフォーマーです。

　この日は、DA PUMPの新曲の振付けの一部も
皆で練習。「好きなものに対してはどん欲になっ
たほうがいい」とのアドバイスもあり、子ども達
は真剣な眼差しでKENZOさんの動きを追ってい
ました。
　「DA PUMPが好き」という串木野中学校の俣
木謙伸君は自ら手を挙げてステップの踏み方を質
問し、「近くで直接教えてもらえてうれしかった」
と貴重な機会に刺激を受けていました。

　11月23日、かんむりだけ山市が開催され、天
候にも恵まれ、多くの人出で賑わいました。物産
展では、地元特産品や珍しい高野槙の販売のほか、
ステージでは、ほら貝を吹く「大ぼら吹き」コン
テストや冠岳小学校の児童がオカリナを披露。ま
た今年も長崎から蛇踊りの一行が訪れ、爆竹が鳴
る中、蛇が舞う姿が多くの観客を魅了しました。

学校給食に「ちりめん」をどうぞ

速いぞ！KKB小学生陸上フェスタ優勝

　10月30日、鹿児島県機
き

船
せん

船
ふなびき

曳網
あみ

漁業者協議会
を代表して㈲川畑水産さんが教育委員会を訪れ、
市来地域の小中学校の子ども達の学校給食に使っ
てほしいと、地元特産品「ちりめん」６㎏を提供
されました。
　これは同協議会が10月４日をいわし（104）
の日として、子ども達に「ちりめん・しらす」に
親しんでもらえたらと、毎年提供を続けているも
のです。
　後日、このちりめんは、ふりかけとちりめんみ
そとなって給食に出され、子ども達は「とっても
おいしい」と食べていました。
　ご提供ありがとうございました。

　10月26日に行われたKKB小学生陸上フェスタ
2014で、串木野小学校１年榎木璃旺くん（串木
野西陸上）と羽島小学校３年楮山世來さん（羽島
陸上）がともに100ｍ走で優勝を飾りました。二
人とも「次の大会でも優勝を目指します」と意気
込みを語りました。おめでとうございます。

串木野高校野球部の
生徒がリヤカーの送
迎ボランティア

蛇の長さは約20ｍもあり、動きは生きて
いるようで迫力満点

楮山世來です。昨年２位に
終わった大会で２年ぶりに
優勝できました。うれし
かったです。

榎木璃旺です。ここ最近５
レースではすべて優勝して
います。こつこつ真面目に
練習して速くなりました。
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まちの 話 題

会場が一体に～市小・中学校音楽発表会～

　11月12日、市内の小・中学校の児童生徒が合
唱や合奏等の練習の成果を発表する市小・中学校
音楽発表会が市民文化センターで開催され、保護
者や地域の方など多くの観客が訪れました。
　串木野中、串木野西中、羽島中の３校合同の吹
奏楽で、映画「アナと雪の女王」の曲が演奏され
ると、客席の小学生が思わず口ずさむ姿も見られ
ました。
　閉会式の講評で講師の今井誠さんからは「音楽
は聴き手とプレーヤーが一緒になってつくりあげ
るもの。すべてが素晴らしい発表でした」と話が
あり、最後は会場全員で「ふるさと」を歌い閉会
しました。

至高の檜舞台へ　～キバレ神村学園中等部男子サッカー部～
　15歳以下（Ｕ-15）
のサッカー大会とし
て、頂点の大会ともい
える高円宮杯第26回
全日本ユースサッカー
選手権に神村学園中等
部男子サッカー部が出
場します。
　神村学園は、予選の
九州地域リーグ最終節
でサガン鳥栖Ｕ-15を
２ 対 １ で 破 り、 九 州
4000チームの代表と
して出場の切符を手に
しました。

　この高円宮杯に中学校チームとして出場するのは
神村学園を含め、出場32チーム中わずかに２校だけ
で、他はＪリーグの下部組織チームやクラブチーム
など非常にレベルの高い大会です。
　初戦は12月20日、川崎フロンターレU-15と対戦
します。いい結果を待っています！

串木野高校生～蔵でプロと共演

　吉村醸造㈱のサクラカネヨソースギャラリーで
11月30日、第３回「蔵の響」が開催され、アニ
メ「ダイヤのＡ

エース
」の主題歌を歌った大石昌良さん

と市内在住のメロディーメーカーとしてドラマや
CMに音楽を提供しているN

ナ ミ オ ト
AMIOTOさんが、

築150年を超える蔵の中で歌い、集まった50名
が同じ時間を共有しました。
　また蔵の響きでは、串木野高校吹奏楽部６名も
大石さんと共演。大石さんのファンだという二ノ
方茉理奈さんは、「緊張したけど共演できて光栄
だった。ずっと印象に残ります」と嬉しそうに話
しました。

　高円宮杯に出場するメンバー（部員は 35名）。話を聞く
とプロを目指す選手も多く、そのため家族で引っ越してきた
選手もいた。サッカーにかける情熱は熱い。
　キャプテンの高橋大悟君達３年生は「このチームはチーム
のために一人ひとりが頑張れるチーム。Ｊリーグチームの中
を勝ち抜いて、ベスト４を目指す」と話した。

大石さん（左奥）の希望で叶った地元高校生との共演
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まちの 話 題

忠氣道場県大会で活躍

ひと月早いサンタさんありがとう

　Ｂ＆Ｇ体育館で柔道をしている忠氣道場に通う
児童２名が、県少年柔道学年別練成大会で優秀な
成績を収め、報告のため市役所を訪れました。
　荒川小学校２年の榊原天蘭君は、準々決勝で今
まで勝てなかった選手を敗り、準決勝に出場した
ものの敗退し銅メダル。「技をかけられなかった。
次は金メダルを目指す」と悔しそうに話しました。

　今年も市内の保育園や幼稚園などに一月早いク
リスマスプレゼントとしてチョコレートが贈られ
ました。贈り主は大阪府のオリムピア製菓㈱代表
取締役冨永道代さんで、創業者の故冨永嘉蔵さん

（旧市来町出身）が『初めてチョコレートを食べた
感激を子ども達に味わってほしい』との思いから、
毎年チョコレートを届けていただいております。
　ありがとうございました。

宮永凌賀くん
全国大会にも県代表と
して出場（ベスト16）

榊原天蘭くん
３位でも悔しい
得意技は払腰

４校一緒に「市町村による青少年劇場」鑑賞

　11月６日、冠岳小学校体育館で劇団「風の子
九州」による「やだ、やだあっかんべー！」の公
演があり、冠岳小、旭小、荒川小、川上小の児童
が一緒に鑑賞しました。
　内気な主人公が、天邪鬼（あまのじゃく）や自
然を守るために勇気を出して立ち向かっていく姿
に、児童たちは笑ったり、拍手をしたりしながら、
終始熱心に見入っていました。

代表で受け取った願船寺保育園。みな大喜び

イルミネーションに素敵な歌声響く

　照島のなぎさ公園に、素敵なイルミネーション
「てるしまのあかり」が今年も灯りました。点灯
式のあった12月６日は、照島小学校の合唱部21
名が「星に願いを」など４曲をイルミネーション
を前に歌いました。

イルミネーションは１月 11日まで楽しめる。

（写真は多重露出で撮影）

統計功績者表彰受賞
　長年にわたり各種統計調
査に功績があり、統計行政
の発展・向上に大きく貢献
されたとして、統計調査員
の小原広恵さん（野元）が
経済産業省大臣官房調査統
計審議官感謝状表彰を受賞
され、11月13日に伝達式
が行われました。
　統計調査は、統計調査員
の方々の地道な調査活動に

よって支えられています。今後とも統計調査に対
する市民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願
いします。

砂浜はきついよ　持久走大会

　11月18日、よく晴れた空のもと、照島海岸で照島
小学校の持久走大会が開催されました。
　練習では校庭を走っていた児童は、砂浜を走り終
えて口々に「きつかった」を連発。足が砂に取られ
て走りにくかったそうです。
　走り終えた３年生の濵田悠菜さんは「つらかった
けど目当て（目標としていた順位）に入れてうれし
かった」と笑顔で話しました。
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まちの 話 題

冠岳小PTA文部科学大臣表彰を受賞

　本年度、県内小学校でただ一校、冠岳小学校
PTAが文部科学大臣表彰を受賞しました。
　冠岳小学校PTAでは、児童に望ましい生活リズ
ムや食習慣を身に付けさせるために、「早寝早起
き朝ごはん」運動を中心に取り組んでいます。さ
らに、地域行事を通した体験活動など、学校・家
庭・地域が一体となったPTA活動が認められ、今
回の受賞となりました。おめでとうございます。

川上地区の安心安全な地域づくりに貢献

　川上地区で犯罪防止や児童の見守り活動を続け
ている川上安全青パトロール隊（以下「青パト隊」）
が、その功績が認められ、文部科学省大臣表彰を
受けました。
　青パト隊は平成18年４月に発足し、６台の車
両を青パトとして登録し、地区内や通学路、イベ
ント時などのパトロールのほか、20名の隊員は
防犯講習などを積極的に受講するなど高い防犯意
識をもって活動を続けています。

伝達式にのぞむ
古川清行隊長（左）
（11月14日市長室）

荒川の山に行こう

　11月21日、荒川小学校全校児童が、小学校の
目の前にある山登りにチャレンジしました。
　自然に親しもうと７、８年前から学校が実施し
ており、ワイルド感あふれる急な山道を子ども達
は一生懸命登りました。
　約１時間かけて着いた頂
上では串木野新港を木々の
間から望むこともできまし
た。
　６年生の野元翔君と桐
原大志君は、「すがすがし
い気持ちになった」「自然
がいっぱいだった」と楽し
かったようです。

初めての湊町地区茶話会～公民館の枠超えて

　11月30日、市来地域公民館で湊町ふれあい協
議会が、湊町地区の５公民館の枠を超えて知り合
いを作ってもらおうと、初めてとなる合同茶話会
を開催し、参加した約60名の住民は楽しい時間
を過ごしました。
　茶話会では、住吉社中のテンポのいい歌や踊り
の他、合間に見せる住吉小糸さんの軽妙なトーク
に皆笑顔を見せ、用意された茶菓子を楽しみなが
ら、参加者同士談笑する姿が見られました。
　湊町地区ではこのような茶話会がない公民館も
あるということで、参加した住民からは「人と会っ
て話すのは楽しい」とか「子や孫が参加するイベ
ントもあればよかなぁ」という声が聞かれました。
企画した協議会の松下会長は「初めてのことで手
さぐりで準備してきた。今後皆さんの要望を聞き
ながら、開催していきたい」と話しました。山頂にて
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まちの 話 題

一人だけの金婚を祝い励ます会 観覧いかが「寒蘭」展示会開催

　11月15・16日の２日間、薩摩金山蔵で第30
回西薩寒蘭展示大会が開催され、丹精込めて育て
られた見事な寒蘭120点が並びました。
　薩摩寒蘭は日本の蘭の代表花とも言われている
そうで、落ち着いた色調がわびさびを感じさせま
す。
　10回目の出品で初の総合優勝を獲得した堂園
政彦さん（島内）は「時期を見て水かけの頻度を
調節するなど愛情を注いで育てた。うれしい」と
喜びを語りました。

　10月30日、シーサイドガーデンさのさで「一
人だけの金婚を祝い励ます会」と「在宅福祉アド
バイザーともしびグループの集い」が開催されま
した。
　市長をはじめ約200人が参加し、婦人会員やと
もしびグループが歌や踊りなどを披露して、一人
金婚者22人の方々を祝い励ましました。

グリーン・ツーリズムで
修学旅行生と思い出に残る交流を きばっど川北ふるさと塾

　市グリーン・ツーリズム協議会が修学旅行生を
受け入れました。
　今年度は、これまで関西や関東の中学校・高校
９校347名の生徒が、それぞれの受入家庭で農作
業や魚釣り・郷土料理作りなどの田舎暮らしを体
験しました。生徒はもちろん、受入家庭にとって
も思い出に残る有意義な交流となりました。
　協議会では受入家庭を随時募集しています。
○問合せ
・市役所農政課　☎33-5635
・ NPO法人鹿児島いちき串木野観光物産センター
（いちき串木野総合観光案内所）☎32-5256

　小学校３年から中学校３年まで17名の児童が、
11月５日から７日までの２泊３日の日程で、川
北交流センターで共同生活を体験しました。
　これは川北地区まちづくり協議会が、親元から
離れた生活を体験することで、家族の大切さや家
族の一員としての自覚を持つきっかけにしてもら
おうと開催しているもので、今回で３回目となり
ます。
　ふるさと塾の最後に書いた、親への手紙には感
謝の言葉が多くつづられていました。子ども達は、
食事の準備を手伝ったり掃除したりと、共同生活
を体験し、一回りたくましくなったようです。

▲生徒たちの田舎暮らし体験の様子
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まちの 話 題

貿易セミナー開催 明治維新150年カウントダウン「薩英文化祭」

　11月15日、明治維新150周年を４年後に控え、
日本の近代化に大きく寄与したイギリスと薩摩の
交流の歴史に触れるイベントが鹿児島市の山下町
中央公園で行われました。（主催：鹿児島市）
　バグパイプ演奏や薩摩藩英国留学生をテーマに
した特別講演があり、歴史と交流を学ぶブースに
おいて薩摩藩英国留学生記念館のPRも行いました。

　11月21日、市内特産品の海外販路開拓と串木
野新港からの輸出促進をテーマにした貿易セミ
ナーが市役所で開催され、７社が参加しました。
　長年、海外貿易に携わってきた中小機構九州本
部シニアマネージャー前川定敏氏が焼酎・さつ
ま揚げ・マグロ等の特産品をシンガポールなど
ASEAN諸国に輸出する際の手続きや海外で日本
の農林水産物・食品へのニーズが高まっている現
状などについて講演しました。

観光セミナー開催

　観光によるまちづくりを一緒に考える観光セミ
ナーの第１回目が11月24日「観光って何？観光
は地域にとって何をもたらすか？」をテーマに約
30名が参加して開催されました。セミナーは全
５回開催されます。地元のいいモノ、見どころを
伝えたい方、人の喜ぶ顔が大好きな方、活動の場
を広げたい方等参加できます。（参加料無料）
○講師：猿渡弘治氏（JTBコミュニケーションズ九州顧問）

回 日程 内容
第2回 1/19(月) 観光マーケティングと顧客感動
第3回 2/9(月) いちき串木野の有する価値を考える

第4回 2/16(月) 観光商品やサービスはどのよう
に創りだしていけばいいのか？

第5回 3/2(月) 観光力は人間力
時間はいずれも19：00～21：00

○申込・問合せ：いちき串木野総合観光案内所
　　　　　　　　（☎32-5256）

『女性に対する暴力をなくす運動』啓発

　11月12日から25日の『女性に対する暴力をな
くす運動』に合わせ、串木野庁舎・市来庁舎の玄
関ロビーに運動のシンボルであるパープルリボン
を結ぶツリーを設置。各庁舎等に訪れた方々にド
メスティック・バイオレンス（DV）防止を訴え
ました。
　今回の運動には、市来農芸高校草花班からベン
ジャミンの鉢植えを、また国際ソロプチミストい
ちきくしきのからは相談窓口を紹介するカードを
提供していただきました。

　暴力は、相手が男性であっても女性であって
も、例えどのような間柄でも決して許されません。
DVで悩んでいる方は、ひとりで悩まず相談して
ください。
●鹿児島県男女共同参画センター
　099-221-6630／6631（9：00～17：00月曜日休館）
●緊急の場合は、110番へ
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おしらせ版
年末年始のごみ収集と直接搬入

生活環境課（☎33-5614）

平成27年消防出初式
消防本部（☎32-0119）

　年末年始、串木野環境センターは大変混雑します。
　大掃除は早めに済ませ、なるべく早めに搬入し
ましょう。
●環境センタ－の日程（直接搬入）

　※搬入時間は９：00～12：00　13：00～16：00
　※�29日・30日の搬入は大変混雑（約１時間待ち）
します。ごみは計画的に、時間にゆとりをもっ
て搬入しましょう。

●燃えるごみの収集日程
　年末は12月30日（火）まで
　新年は１月５日（月）から
●問合せ　串木野環境センター　☎32-2388

消防団の年末夜警
　消防団が年末夜警を行います。
　消防団員が分団詰所等に待機し、消防車等で地
域を巡回して警戒にあたります。
●日時　12月28・29日（日・月）21：00～24：00

　「難病の患者に対する医療等に関する法律」の
施行に伴い、来年１月から難病にかかる「新たな
医療費助成制度」が始まります。
○�助成対象が56疾患から約300疾患に段階的に
拡大されます。
○�月額自己負担限度額の金額・算定方法が変わり
ます。
○�医療費助成が受けられるのは、県が指定する「指
定医療機関」が行う特定医療に限られます。
※�手続きなど詳細は、県ホームページをご覧いた
だくか、次へお問い合わせください。
●問合せ
　・県難病相談・支援センター　☎099-218-3134
　・最寄りの保健所

難病にかかる「新たな医療費助成制度」が始まります
串木野健康増進センター（☎33-3450）

日程 受入
12/27（土） 平常通り
12/28（日） 休み
12/29（月） 平常通り
12/30（火） 平常通り
12/31（水）～ 1/3（土）休み
1/4（日） 一般家庭のごみのみ

　鹿児島地方法務局川内支局での国籍事務（帰化、
国籍取得、国籍離脱など）については、平成27
年１月１日から鹿児島地方法務局戸籍課において
取り扱うこととなりました。詳しくはお問い合わ
せください。
●問合せ　鹿児島地方法務局戸籍課
　　　　　☎099-259-0668

法務局からのお知らせ
市民課（☎33-5611）

市民一人ひとりが火の取扱いには十分注意し
火災のない年末年始を過ごしましょう！

消防本部（☎32-0119）

　多くの市民のご参観をお願いします。
●日　時　１月４日（日）９：00～
●会　場　いちきアクアホール
●内　容
１いちきアクアホール前駐車場での行事
　⑴市長観閲（分列行進・車両パレード）
　⑵一斉放水の披露（羽島・冠岳・川南・川北分団）
　⑶幼年消防クラブの規律訓練の披露
　　（市来幼稚園幼年消防クラブ）
　⑷川南分団によるポンプ車操法披露
　　（日置支部消防操法大会ポンプ車の部優勝分団）
　⑸中央分団による小型ポンプ操法披露
　　（日置支部消防操法大会小型ポンプの部優勝分団）
２いちきアクアホール内での行事
　⑴幼年消防クラブの演技披露
　　（願船寺保育園幼年消防クラブ）
　⑵消防団員等の各種表彰
※�当日は車両パレードのため、
付近の道路が混雑します。通
行の際はご協力ください。

※�駐車場は、市来庁舎駐車場等
をご利用ください。

平成27年いちき串木野市成人式
社会教育課（☎21-5128）

建設土砂を差し上げます
都市計画課（☎21-5153）

　成人式を次のとおり開催します。ご家族や市民
の方も、ぜひご参列ください。
●日　時　１月３日（土）
　　　　　　受付10：30～10：55
　　　　　　式典11：00～　
　　　　　　アトラクション11：40～　
●会　場　市民文化センター
●対象者　�平成６年４月２日から平成７年４月１

日までに生まれた方（市外在住の方も
参加できます）

※駐車場は、市役所の駐車場をご利用ください。

　麓土地区画整理事業で発生した土砂が必要な方
は、都市計画課へご連絡ください。
●期　限　２月27日（金）まで
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申告書配付について
　平成27年１月１日現在で、いちき串木野市に
住所のある20歳以上の方に市県民税申告書を１
月下旬までに配付予定です。ただし、次の要件に
該当される方には申告書を配付しません。

・�平成27年１月１日現在65歳未満で前々年が
年金収入のみで、年額が98万円以下だった
方
・�平成27年１月１日現在65歳以上で前々年が
年金収入のみで、年額が148万円以下だっ
た方
・�平成26年が給与収入のみで、平成26年12
月に市県民税が特別徴収されている方
・�平成26年に確定申告（青色）をされた方

申告が必要な方
　平成26年中（１月１日～ 12月31日）の所得内
容（生活状況）が次のいずれかに該当する方は、
２月16日（月）から３月16日（月）までの申告
期間中に市県民税の申告が必要です。所得税の確
定申告をする方は、市県民税申告書による申告の
必要はありません。
●給与所得があった方で次のような方
　①�勤務先から市役所へ給与支払報告書の提出が
ない方

　②�給与所得以外に他の所得（利子・配当・雑所
得等）があった方

　③�平成26年中に退職し、その後就職されてい
ない方

　④医療費控除等を受けようとする方
　⑤ふるさと納税制度による寄附をされた方
●営業、不動産または農業等による所得があった方
●個人年金、満期保険等の払い戻しがあった方

※�遺族年金・障害年金など非課税年金を受給され
ている方は、申告してください。

◎重要
　国民健康保険及び後期高齢者医療保険（75
歳以上）に加入している方がいる世帯、また
は介護保険第１号被保険者（65歳以上の方）
がいる世帯の方は、家族など誰かの扶養親族
となっていても必ず申告書を提出してくださ
い。
　世帯内に申告のない方がいると、保険料の
軽減を受けられない場合があります。

申告に必要な書類
●平成26年中の所得を明らかにする書類
・�給与所得、年金所得者の場合は、源泉徴収票ま
たは給与支払明細書など

・�営業等所得、農業所得者の場合は、収支を明ら
かにする帳簿、領収書など

※�領収書、帳簿等必要書類が不足している場合に
は、申告書を作成できない場合がありますので、
領収書等を整理してから申告を行ってください。

●諸控除等の証明書、領収書等
・医療費の領収書　
・寄附金受領証明書
・障害者手帳、障害者控除対象者認定書等
・�生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料の
控除証明書

・�国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護
保険料、国民年金保険料等の支払証明書または
領収書

※�国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護
保険料の支払証明書は、社会保険料控除額証明
書として、市県民税申告書の封筒にハガキを同
封します。

●印鑑（スタンプ印不可）
※�所得税の確定申告（還付申告）をされる方は、
振込口座が分かるもの（預金通帳など）が必要
です。

申告の際のお願い
●寡婦（夫）控除・障害者控除を受けられる方へ
　寡婦（夫）控除や障害者控除を受けられる方は、
非課税措置を受けたり、税額を軽減できる場合が
ありますので、申告の際にお申し出ください。（障
害者控除を受ける際は、障害者手帳や障害者控除
対象者認定書を提示してください。）
●医療費控除を受けられる方へ
　医療費の領収書は、必ず「医療を受けた人」・「病
院・薬局」ごとに整理し、それぞれ１年間（１月
～ 12月まで）に支払った金額を集計してきてく
ださい。
　また、支払った医療費に対して、健康保険の高
額療養費や生命保険金等で補てんされた金額が
あった場合も、必ず金額を控えてきてください。
※�医療費控除とは、支払った医療費が還ってくる
ものではなく、１年間に支払った医療費が一定
額以上だった場合に適用され、一定額以上の医
療費を所得から差し引く控除の一つです。

平成27年度市県民税（住民税）申告について
税務課（☎33-5616）
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2015年農林業センサスが実施されます
政策課（☎33-5672）

漁協直営レストラン店舗名称募集
食のまち推進課（☎33-5621）

　農林水産省では、平成27年２月１日現在で、
「2015年農林業センサス」を実施します。この調
査は、我が国の農林業・農山村地域の実態を明ら
かにする最も基本的な調査です。
　平成27年１月から調査員が農林業関係者の
方々を訪問しますので、調査票に農林業の経営状
況などの記入をお願いします。
　調査票に記入された事項は、
統計以外の目的には使用しま
せんので、ご協力をお願いし
ます。

　串木野市漁業協同組合は、来年４月にオープン
する漁協直営レストランの名称を募集していま
す。レストランでは、所属漁船が漁獲した安全・
安心なマグロや沿岸で獲れた新鮮な地魚などの料
理が提供されます。多数の応募をお待ちしており
ます。
●応募期限　１月10日（土）必着
●応募方法　�官製ハガキに以下の内容を記入し、

応募ください。
　①店舗名　　②店舗名の理由など
　③郵便番号　④住所　　⑤名前（ふりがな）
　⑥年齢　　　⑦電話番号
　※�個人情報は名称募集に関する目的以外には使
用しません。

●応募先　〒896-0044　西浜町19番地
　　　　　串木野市漁業協同組合
　　　　　　漁協直営レストラン店舗名称募集係
●発　表　平成27年１月中旬（予定）
　　　　　�選考の上、採用された方にご連絡します。
　　　　　�採用された方には、食事券（１万円）を差し上げます。
●問合せ　串木野市漁業協同組合総務課☎32-4111

　平成27年１月から高額療養費の限度額区分が
変更されます。
現行（平成26年12月31日まで）

変更後（平成27年１月１日から）

※�詳しい金額計算については健康増進課保険給付
係にお問い合せください。

70歳未満の方の高額療養費の限度額区分が変わります
健康増進課（☎33-5613）

所得区分 3回目まで 4回目以降

Ａ上位所得者 150,000円+�
(医療費-500,000)×1％ 83,400円

Ｂ一般 80,100円+�
(医療費-267,000)×1％ 44,400円

Ｃ住民税
非課税世帯 35,400円 24,600円

所得区分 3回目まで 4回目以降

ア(現行Ａ)
901万円超

252,600円+�
(医療費-842,000)×1％ 140,100円

イ(現行Ａ)
600万円超
901万円以下

167,400円+�
(医療費-558,000)×1％ 93,000円

ウ(現行Ｂ)
210万円超
600万円以下

80,100円+�
(医療費-267,000)×1% 44,400円

エ(現行Ｂ)
210万円以下
（住民税非課税世帯除く）

57,600円 44,400円

オ(現行Ｃ)
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

　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の１次募集受付は12
月26日（金）までとなっています。
　まだ、申込をされていない方は、期限内に申込
をお願いします。
　なお、２次募集受付は、１次募集で定員に空き
がある施設のみ受付を実施します。
●１次募集受付締切　12月26日（金）まで
●２次募集受付期間
※１次募集で定員に空きがある保育園（所）のみ
　１月５日（月）～１月30日（金）
●提出先　串木野庁舎福祉課子育て支援係

平成27年度保育園（所）１次募集の締切
及び２次募集について

福祉課（☎33-5618）

　応募される方は、履歴書を串木野庁舎総務課も
しくは羽島出張所へ提出してください。
●募集人員　１名
●業務内容　受付業務、館内ガイド業務
●雇用期間　平成27年２月１日～平成27年３月31日
　　　　　　（雇用満了後更新することもあります。）
●勤務時間　原則９：30～ 17：30
　　　　　　（月20日程度、土・日・祝日出勤有）
●勤務場所　薩摩藩英国留学生記念館（羽島）
●賃　　金　時給770円
●資 格 等　⑴パソコンの操作ができること�
　　　　　　⑵英語実務経験がある方（優遇）
　　　　　　⑶市税等を滞納していない方
●募集期限　１月15日（木）まで
●選考方法　面接（日時は後日連絡します）
●問 合 せ　観光交流課　☎33-5640

薩摩藩英国留学生記念館臨時職員募集
総務課（☎33-5625）

28



「食の職場」就職面談会開催
水産商工課（☎33-5638）

農業委員会委員選挙人名簿登載申請について
選挙管理委員会（☎21-5125）

●日　時　１月15日（木）
　　　　　受　付12：30～15：00
　　　　　面談会13：00～17：00
●場　所　ホテルさつき苑
　　　　　（鹿屋市西原１丁目９－10）
●対象者　�県内の食品関連産業へ就職を希望され

る方
　　（平成27年３月卒業予定の新規学卒者は除く）
　※参加企業の雇用形態は正社員雇用となります。
　※�参加企業によっては履歴書を求めることがあ
ります。面談予定数の履歴書をご持参くださ
い（写真添付）。

●問合せ　鹿児島県雇用労政課雇用促進係
　　　　　☎099-286-3028

　農業委員会委員選挙人名簿は、毎年１月１日現
在で有権者が提出した登載申請書に基づき作成さ
れます。
　登録資格があっても、申請をしないと名簿には
登録されず、投票や立候補ができません。
　資格のある方は、必ず登載申請書を提出してく
ださい。
●登録資格を有する人
　①10アール以上の農地を耕作している人
　②�上記①の同居の親族または配偶者で、１年に
60日以上耕作に従事する人

　③�10アール以上の農地を営む農業生産法人の
組合員または社員で１年に60日以上耕作に
従事する人

　④�①から③までのいずれかに該当し、平成７年
４月１日までに生まれた人

●申請書の提出期限　１月10日（土）
●申請書提出先
　・農業委員会事務局（串木野庁舎２階）
　・農政課耕地分室係（市来庁舎１階）
　※�申請用紙は、平成26年登録者には行政嘱託
員に配布・取りまとめを依頼しますが、新規
に登録申請される方は行政嘱託員に申し出て
ください。

農地の賃借料の公表
農業委員会（☎33-5647）

　平成25年度の本市の農地の賃借料は次のとお
りでした。
　農地の権利設定（貸し借り）をする場合は、こ
の賃借料を参考に、地理的な条件や土地条件など
を考慮し、双方で十分協議のうえ賃貸借契約を締
結してください。

※�金額は、10ａ当たりで100円未満を四捨五入
しています。
※突出した単価は除いて計算してあります。
※�データ数が少ないため、中山間地、平坦地等の
地理的条件や、基盤整備地域、未整備地域の土
地条件等の区別はしていません。
※�この賃借料情報は、農地法第３条による権利の
設定並びに農業経営基盤強化促進法第18条に
よる利用権の設定に基づき、農地の賃貸借契約
（農地の貸し借り）で締結された賃借料を、農
地法第52条の規定により、公表するものです。

　北海道日本ハムファイターズ飯山裕志選手を招
き、市内の野球及びソフトボールスポーツ少年団
に登録している小学生を対象にした野球教室が開
催されます。興味のある方はぜひご観覧ください。
※�参加は、事前に各スポーツ少年団に案内してあ
り、新たな参加申し込みはできません。

●日　時　　１月４日（日）９：00～ 12：00
●場　所　　多目的グラウンド
　　　　　　（雨天時：秀栄ドーム）
●問合せ　　市民スポーツ課

　11月９日に、市庭球場にて第40回シーサイ
ドソフトテニス大会が開催され、中学生から一
般まで計74ペアによる熱戦が繰り広げられま
した。
【一般の部】
　Ａ級　優　勝　久木野・久保組（こけけーず）
　　　　準優勝　中野・堂元組（馬鹿ばっ会）
　　　　第３位　迫田・平屋組（シルバーズ）
　　　　　　　　小倉・丸田組（馬鹿ばっ会）
　Ｂ級　優　勝　池之上・大迫組（市役所、郵便局）
　　　　準優勝　徳満・西園組（神村高等部）
　　　　第３位　鴨川・坂元組（串木野高）
　　　　　　　　満留・髙田組（串木野中）
【女子の部】
　Ａ級　優　勝　橋之口・上野組（串木野レディース）
　　　　準優勝　田丸・池田組（伊集院チェスト）
　　　　第３位　神田・東組（伊集院チェスト）
　　　　　　　　下夷・隈元組（串木野西中）
　Ｂ級　優　勝　竹田・渡邉組（串木野高）
　　　　準優勝　福山・清水組（串木野中）
　　　　第３位　岩下・丸野組（羽島中）
　　　　　　　　田口・前原組（串木野中）

【平成25年度】� （単位：円／ 10ａ・件）
区　分 地目 平均額 最高額 最低額 デ－タ数

串木野�
地　域

田 8,000 12,300 2,900 16
102

畑 5,700 11,700 2,400 86

市　来�
地　域

田 7,900 16,900 4,300 84
141

畑 6,000 11,500 4,200 57
計 243

第40回シーサイドソフトテニス大会結果

プロ野球選手がやってくる
市民スポーツ課（☎21-5129）
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県立鹿屋高等技術専門校入校生募集
水産商工課（☎33-5638）

初心者のためのパソコン講座
水産商工課（☎33-5638）

山岳遭難を防ぎましょう
まちづくり防災課（☎33-5631）

　平成27年度一般入校者を募集します。当校は、
職業能力開発促進法に基づき設置されている、県
立の職業訓練校です。寄宿舎も完備しており、遠
隔地からの入校も可能です。詳しくは学校へお問
い合わせください。
●募集科目　電気設備科　定員20名　訓練期間２年
●受付期間　Ｃ日程　１月16日（金）まで
●応募資格　平成27年３月高校卒業見込者
●試験日　　１月26日（月）
●試験科目　筆記試験（総合問題）、面接
●試験会場　県立鹿屋高等技術専門校
●合格発表　Ｃ日程　２月５日（木）
●問合せ　県立鹿屋高等技術専門校
　　　　　〒893-0032　鹿屋市川西市3482
　　　　　☎0994-44-8674

　初心者・中高年者向けの教室です
●日　時　２月23日（月）～３月20日（金）
　　　　　毎週　月・水・金曜日12日間72時間
　　　　　９：00～16：00
●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　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　２月10日（火）
●申込・問合せ　川内技術開発センター
　　　　　　　　☎22-3873　FAX�20-6423

　冬山のシーズンや初日の出のために、登山を計
画される方が多くなります。
　楽しい登山をするために、次の点に注意しま
しょう。
○�自分の体力・経験に応じた余裕のある計画を立
てましょう。

○単独での登山・行動は自粛しましょう。
○懐中電灯、雨具、防寒具などを携行しましょう。
○�無線機、携帯電話等の通信手段を携行しましょう。

　「無料で排水管の点検をする」と業者が訪ねてきた。無料なら、
と思い見てもらったところ「工事が必要」と、排水管の一部が割れ
ている写真を見せられたため、工事契約を結んだ。工事当日、開始後
しばらくして、「水漏れしていて隣の家まで水が行っている。先に
別の工事をしないと大変だ」と言われた。工事費が合計で70万円

と高額になったので迷っていると、「特別に50万円にす
る」と値引きを示され、隣の家に迷惑がかかるのは困
ると思い、契約してしまった。（60歳代　男性）　

見守り
新鮮情報
第75号

「無料点検」に応じたら…
高額な排水管工事勧誘
ひとこと助言

見守るくん

その場で
契約しないで

●�「無料で点検」などと言って訪問し、点検後に消費者の不安をあおり、工事な
どの契約を結ばせる手口です。一度契約すると次々と別の契約を迫られるケー
スもあります。安易に業者を家に入れないようにしましょう。
● 「特別に値引きする」などと言われても、その場で契約してはいけません。家

族や周囲の人に相談しましょう。必要ない場合は、きっぱり断ることが大切です。
● 契約後や工事完了後でも、クーリング・オフや契約の取り消し等ができる場合

があります。いちき串木野市消費生活相談窓口（☎33-5638）にご相談ください。

B＆G「思い出づくりINグリーンランド」参加募集
市民スポーツ課（☎21-5129）

　遊園地で一日思いっきり遊びましょう
●期　　日　１月25日（日）
　　　　　　（荒天時２月22日（日）に順延）
●場　　所　グリーンランド（熊本県荒尾市）
●募集定員　50名（市内居住の小１～小６）
●参 加 料　10,000円
　　　　　　（交通費・フリーパスチケット・昼食等込み）
●申込期限　１月18日（日）
●申 込 先　Ｂ＆Ｇ海洋センター　☎32-8994
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1月の移動図書館車巡回日程
市立図書館（☎33-5655）��

第17回チルドレンフェスティバルの開催
社会教育課（☎21-5128）

　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。

　小学校から高校生までの子ども達が実行委員と
して企画・立案し、運営するイベントです。
　当日は、劇や書道パフォーマンス、バンド演奏
など数多くの発表を行います。多数のご来場をお
待ちしています。
●日　時　12月28日（日）９：30～15：30（予定）
●会　場　市民文化センター
●入場料　無料
●問合せ　社会教育課

コース 巡回日 コース 巡回日

１コース ６日（火）
荒川小休み ９コース 15日（木）

２コース ７日（水）
旭小休み 10コース 20日（火）

３コース ８日（木） 11コース 21日（水）
４コース ９日（金） 12コース 22日（木）

５コース 13日（火）
12：40～ 13コース 27日（火）

６コース 14日（水） 14コース 28日（水）
７コース 16日（金） 15コース 29日（木）
８コース 19日（月）

お　く　や　み　（11 月届出分）

故　人 年齢 住所または 
公民館

喪主または
届出人

原之薗　時　子 87 春 日 町 橋之口宏海

前　野　識　子 76 酔 之 尾 前野　樹志

植　村　ミチ子 73 島 内 植村　義人

時　吉　シズエ 89 芹 ヶ 野 木下　紀一

中　　　　　巖 82 平 江 中　セチコ

馬　場　正　俊 78 袴 田 馬場カエコ

加　藤　多喜子 77 市 口 加藤　勝彦

﨑　野　正　三 94 崎 野 﨑野　郁夫

伊　藤　義　弘 94 金 山 伊藤アサノ

別　府　　　衞 90 浜 町 別府　キイ

植　屋　節　子 73 大 原 町 植屋　芳明

田　尻　ト　シ 86 大 薗 上　久美子

山　下　トシエ 92 金 山 下 山下　廣孝

山　村　　　　 87 野 中 栫 山村　恭子

西別府　新　作 47 平 江 西別府智惠子

永　里　行　夫 90 田 中 中 村 永里　タヱ

吉　村　幸　男 90 中 原 吉村　幸二

原　　　フ　ミ 80 萩 元 下 原　　義人

石　原　　　優 88 堀 福留　崇明

　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

1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９日 16日 23日 30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

6日 13日 20日 ―
心 配 ご と
相 談 員

火 火 火 ―

○ ○ ○ ―

☆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）
　11 月 21 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。

川
かわばた
畑　葵
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活くん　　・田

たなか
中　千
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晴ちゃん

前
まえはた
畑　颯

そうた
汰くん　　・有

ありかわ
川　真

ま お
央ちゃん

的
まとば
場　心

ここね
寧ちゃん　・岩

いわたに
谷　優

ゆうじろう
次郎くん

羽
はやま
山　颯

そうすけ
亮くん　　・中

なかのその
之薗　唯

ゆ あ
愛ちゃん

中
なかの
野　心

ここあ
杏ちゃん　・山

やまさき
﨑　沙

さ よ
世ちゃん

小
こはしぐち
橋口　珠

み お
央ちゃん・田

たなか
中　貴

かたひで
英くん

宮
みやした
下　大

だいき
樹くん　　・重

しげのぶ
信　葵

あ い
依ちゃん

大
おおはた
畑　翔

しょうま
真くん　　・山

やました
下　晏

あんな
奈ちゃん

松
まつさき
﨑　大

たいが
煌くん
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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（10月届出分）
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久
く き や ま

木山　紗
さ

羅
ら
ちゃん

（麓）
元気にすくすく育ってね

父：裕・母：真由美さん

下
し も

茂　結
ゆう

愛
あ
ちゃん

（袴田）
心の優しい

女の子になってね♡
父：浩太・母：昌子さん

小
こば る

原　な
な の

の葉
は
ちゃん

（昭和通）
元気で可愛らしい
女の子に育ってね♡
父：智和・母：佑美さん

平
ひらはら

原　澪
みお
ちゃん

（美住町）
産まれてきてくれて
ありがとう

父：直人・母：詩織さん

富
とみ た

田　琴
こと

葉
は
ちゃん

（本浦東）
たくさんの笑顔を見せてね

父：秀輝・母：千佳さん

出生届の届出期間は、生まれた日から１４日以内
　※持参するもの…
　　●出生届（出生証明書）１通　　　　●母子健康手帳
　　●国民健康保険証（加入者のみ）　　●印鑑（届出人のもの）
（届出人が同意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）


