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憧れのプロ野球選手に会えたよ
　1 月 4 日にあった北海道日本ハムファイターズの飯
山裕志選手（湊地区出身）を招いた野球教室。
　守備の名手、飯山選手のスゴ技を目の当たりにし、
最初は緊張気味だった子ども達も終わるころにはこの
笑顔。
　子ども達は「捕ってから投げるまでが速い！」「守
備がすごい！」「イケメン！」「飯山選手みたいになり
たい！」など興奮した様子で飯山選手と過ごした時間
の感想を目を輝かせながら話しました。



平成27年いちき串木野市消防出初式表彰者

　1月 4 日、アクアホールで消防出初式があり、
消防車両 21台と消防団員など 430 名による市長
閲覧などがあり、多くの市民が観覧に訪れました。

表彰種別 所　属 階　級 氏　　　名 表彰種別 所　属 階　級 氏　　　名
　消 防 庁 長 官 表 彰　　授与者 ： 市長 鹿児島県消防協会日置支部長表彰　授与者 ： 市議会議長

永年勤続功労章 羽島 副分団長 栫　　　赦知雄

15 年勤続章

生福 部長 入　枝　敏　郎
川南 部長 内　匠　康　義 旭 団員 三　浦　久　士

日本消防協会会長表彰　　 授与者 ： 市長 湊 団員 久　保　公　彦
功　績　章 

（35 年以上） 川北 分団長 池　田　郁　郎 旭 団員 宮　田　　　淳
冠岳 団員 井之上　善　一

精　績　章 
（30 年以上）

団本部 副団長 柳　田　三　男 冠岳 団員 宇　都　博　康
本浦 分団長 上　新　　　薫 いちき串木野市長表彰　　授与者 ： 市長　

勤　続　章 
（30 年以上）

冠岳 分団長 松　下　　　進

10 年勤続章

生福 班長 中津留　　　晃
川南 班長 濵　田　榮　光 中央 団員 小　山　大　輔
川南 団員 萩　原　栄　治 本浦 団員 西　田　哲　雄

鹿児島県知事表彰　　授与者 ： 知事 羽島 団員 中養母　孝　行
40 年勤続章 本浦 分団長 上　新　　　薫 冠岳 団員 川　畑　寛　城

10 年勤続章

羽島 団員 萩　元　達　哉 照島 団員 網　屋　心　一
旭 団員 内　田　利　和 中央 団員 木　塲　　　努

本浦 団員 中　村　　　誠 いちき串木野市長表彰　　授与者 ： 市長　
中央 団員 小　山　大　輔

感　 　謝　 　状 
20 年以上勤続団員の奥様

川　畑　育　子
鹿児島県消防協会総裁表彰　授与者：知事 赤　岩　笛　美

県協会功績章 
（20 年以上）

荒川 副分団長 蓑　手　恒　久 南　鶴　百合子
冠岳 班長 川　畑　信　隆
中央 班長 赤　岩　喜久生 ※階級は、受章基準日時点
旭 班長 南　鶴　清　人

県協会精績章 
（15 年以上）

中央 班長 川　元　悟　嗣
本浦 団員 坂　口　謙　介
旭 団員 松　元　　　徹

中央 団員 坂　口　　　賢
羽島 団員 川　口　和　浩
冠岳 団員 山　本　伸　一
羽島 団員 平　石　芳　人 平成 26 年度全国統一防火標語
川南 団員 本鍋田　優　作

もういいかい
　　　火を消すまでは
　　　　　　　　まあだだよ

幼年消防クラブによる規律訓練（市
来幼稚園）、かわいい声の号令に会場
が和みました。

決意新たに消防出初式
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おめでとう　成人式
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久しぶりの再会

会場にはたくさんの笑顔があふれました

　前日までの荒れた天候から一転して晴れた 1 月 3
日、家族や地域の方が見守る中、成人式が市民文化セ
ンターで開催されました。

　新成人 265 名を代表して意見発表をした
山下修平（左）さんは、パイロットを目指す
航空自衛隊の航空学生として学ぶ中、成人を
迎えたことについて「社会人として自覚し、
社会に大きく貢献できるよう、また早く親孝
行できるようになる」との決意を述べ、会場
から大きな拍手が起こりました。

成人式を企画した実
行委員長の鏑流馬悠
介 さ ん（ 右 ） は じ
め 18 名の実行委員

（左）。中学校のスラ
イド上映など、素晴
らしい成人式でした。

式
  典



　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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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）

健康増進課（☎33-5613）

息切れ、せき、たん、ひょっとしてCOPD？
～COPD（慢性閉塞性肺疾患）は、喫煙等による肺の慢性的な炎症で、

重症になると呼吸困難になる病気です～

こんな症状ありませんか？
●　風邪でもないのに咳や痰が続く
●　呼吸をするときゼイゼイしたり、ヒューヒューいう

COPDが進行するとどうなるの？
　COPDが進行すると、少し身体を動
かすだけで身体に十分な酸素が取り入
れられない状態（低酸素血症）が起き
るようになります。重症化すると在宅
酸素療法を続けなくてはならないよう
になります。

気になる症状のある方は、医療機関の受診をお勧めします。

次の健診を受診された場合に、自己負担金の助成があります。

特に、たばこを吸ってい
る人、過去に吸っていた
人は、このような症状が
あったら、COPDという
病気が隠れている可能性
があります。

喫煙は、COPDの
最大の危険因子
です !!

　COPD 治療の第一歩は禁煙です。
喫煙を続ける限り、病気の進行を止め
ることはできません。
　まず、きっぱりとたばこをやめるこ
とが重要です。たばこへの依存が強い
人は、禁煙外来もあるので、ぜひご活
用ください。

人間ドック等の助成について
●国民健康保険の方

ドックの種別 対象者 市の助成額

人間ドック 1 日
40 歳
～74 歳

検診料金の７割
相当額（注１）

（限度額 5 万円）

2 日
脳ドック
がんドック（PET 検診）

●後期高齢者医療制度の方
ドックの種別 対象者 市の助成額

人間ドック 1 日
全員

検診料金の７割
相当額（注１）

2 日
脳ドック

（注１）ドック検診は、いずれか年度内に１回限
りで、1,000 円未満は切り捨てとなります。

●指定医療機関で受診した場合
　受診費用の３割相当額（国保の方は限度
額５万円を超えた金額を含む）を支払うだ
けとなります。

ドックの種別 指定医療機関

人間ドック
金子病院
花牟禮病院
丸田病院

脳ドック いちき串木野市医師会立 
脳神経外科センター

がんドック（PET 検診） 
（注 2）

厚地記念クリニック
南風病院

（注２）がんドックは、後期高齢者医療制度の方
への助成はありません。

●申請窓口　　串木野庁舎　健康増進課保険給付係　☎ 33-5613
　　　　　　　市 来 庁 舎　市民課健康福祉係　　　☎ 21-5117

●�平地でも息切
れします

●�酸素吸入が必要
になります

●きつい咳が
　慢性化します
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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27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　　　　　　　　　　　　　　㊞　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　切り取り線　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第19回　徐福ロマンロード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 ○ 印

送迎バス
利用は○印

市 内 ・ 市 外（　　　　　　　　　　） ３・７・10㎞
市 来 庁 舎
串 木 野 駅
串 木 野 庁 舎

市 内 ・ 市 外（　　　　　　　　　　） ３・７・10㎞
市 来 庁 舎
串 木 野 駅
串 木 野 庁 舎

市 内 ・ 市 外（　　　　　　　　　　） ３・７・10㎞
市 来 庁 舎
串 木 野 駅
串 木 野 庁 舎

市 内 ・ 市 外（　　　　　　　　　　） ３・７・10㎞
市 来 庁 舎
串 木 野 駅
串 木 野 庁 舎

（ただし、４年生以下は保護者同伴とし、５年生以上の児童生徒のみの参加は保護者の承諾印が必要です。）

【携　行　品】タオル、手袋、帽子、水筒、防寒着等

【申込・問合せ】（電話・FAX・市のホームページでも申し込み可能です）

　市民スポーツ課

　　☎32－3111　　Fａｘ36－5228

　　※串木野庁舎１階ロビー、総合体育館、串木野体育センター

　　　Ｂ＆Ｇ海洋センター、市来体育館、冠岳交流センター

　　　生福交流センターでも申込書の提出ができます。

【事前申込締切】　２月18日（水）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：徐福ロマンロードウオーキング大会実行委員会
　後　援：市体育協会、南日本新聞社

【集合・出発場所】冠岳花川砂防公園
【受　付】8：30～　【開会式】９：00～（９：20出発予定）

第19回徐福ロマンロードウオーキング大会
「美しい日本の歩きたくなるみち」500選にコース認定

平成27年３月１日（日）

①　花川砂防公園周辺３㎞コース（所要時間50分程度）
②　ダムふれあい橋折返し７㎞コース（所要時間２時間程度）
③　徐福展望公園経由10㎞コース（所要時間３時間程度）
※　全コース九州新幹線観覧スポットを通ります。
○ご自分の体力に合わせてコースをお選びください。

※�駐車場が限られていま
す。乗り合わせや送迎バ
スでご来場ください。
　�要予約・途中下車はでき
ません。

地元産「仙
人みそ」の

販売もあり
ます☆参加料無料

【送迎バス】

市来庁舎出発　　８：00
串木野駅出発　　８：10
串木野庁舎出発　８：00

帰りも 10：30 〜 13：00 の間
に各方面へバスが出ます。詳しく
は会場で確認頂くか、お問い合わ
せください。

コース
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平成２６年度  いちき串木野市生涯学習大会
《と　き》２月８日（日）　13：00 ～ 16：35
《ところ》いちきアクアホール

《内　容》
　　●　オープニング　　　13：00 ～　羽島保育園ちびっこマーチング
　　●　開会行事、表彰　　13：15 ～　いちき串木野市生涯学習功労表彰
　　●　事例発表　　　　　13：40 ～　「生涯学習この一年」
　　●　学習成果発表　　　13：55 ～　１　ジュニア・リーダークラブ「チェリー・ブロッサム」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２　 ストリートダンス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（神村学園高等部　加藤有紀さん　ストリートダンス世界大会優勝者）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３　女声合唱団コールあじさい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４　劇団ふっとんたん（かごしま弁学習会）
　　●　記念講演　　　　　15：00 ～

広報いちき串木野「市民カレンダー」に広告を掲載しませんか
　市では、来年度の「広報いちき串木野『市民カレン
ダー』」へ広告を掲載される方を募集します。自社の
ＰＲ・求人、イベントなどの宣伝にぜひご活用ください。
○規　　格　１枠：縦５㎝×横8.5㎝（カラー刷り）
　　　　　　（毎月20日13,500部発行）
○料　　金　１枠  5,000円(税込)
○募集枠数　６枠（1か月の最大枠数）×12か月
※ 枠数を超えた場合抽選を行い、結果は申込者全員に

お知らせします。
○申込締切　 ２月20日（金）までに、お申し込みくだ

さい。広告原稿の作成は申込者が行いま
すが、簡易なものはご相談に応じます。

※ 締切日以降も掲載枠に空きがあった場合、随時受け
付けます。
○申込・問合せ　政策課広報統計係☎33-5672

2014年 1 月　睦月（むつき）

広報いちき串木野「市民カレンダー」

※見やすい所に貼ってお使いください。
※図休は市立図書館本館・市来分館の休館日です。

日 月 火 水 木 金 土
12/29 12/30 12/31 1 元旦  図休 2  図休 3  図休 4

串木野内科・循環器科
（☎ 33-2211）
（☎ 29-3384）

さのさ調剤薬局（☎ 21-2280）
（☎ 29-4266）

市 来 内 科（☎ 36-5000）
（☎ 33-0011）

（☎ 21-5030）
（☎ 32-8116）

成人式
（11：00～12：00
市民文化センター
 （10:30 受付））

（☎ 32-3241）
和田外科医院（☎ 32-4185）

ハロー薬局（☎ 32-8659）

おはなし会
（15：00 ～市立図書館本館）

5 6  図休 7 8 9 10 11
消防出初式（9:00～12:00
市民文化センター）

牧 野 医 院（☎35-0017）
（☎33-0250）

（☎33-1811）

行政相談・一般心配ごと
相談
（10：00 ～ 12：00
市来高齢者福祉センター）

交通安全の日
市立小・中学校３学期始
業式
２歳児歯科検診
（H23.12 生まれ）
（12：45 ～
串木野健康増進センター）

２歳６か月児歯科検診
（H23. ６生まれ）
（12：45 ～
串木野健康増進センター）

５歳児歯科検診
（H20.12 生まれ）
（12：45 ～
串木野健康増進センター）
法律・一般心配ごと相談
（９：00 ～ 12：00
串木野高齢者福祉センター）

おはなし会
（11：00 ～
市立図書館市来分館）

12 13  図休 14 15 16 17 18
ひよこ絵本（おはなし会）
（11:00～市立図書館本館）
濱﨑シェフ料理教室
（12：30 ～ 15：30）

知 花 内 科（☎ 32-8151）
（☎ 33-3387）

（☎ 33-5677）

新山内科医院（☎ 36-2255）
（☎ 33-0122）

串木野調剤薬局（☎ 32-8116）

定期健康相談・母子相談・
母子手帳交付
（９：00 ～ 16：00
串木野健康増進センター）
一般心配ごと相談
（10：00 ～ 12：00
市来高齢者福祉センター）

３歳児健康診査
（H22. ６生まれ）
（12：45 ～
串木野健康増進センター）
高齢者交通安全の日

１歳６か月児健康診査
（H24. ６生まれ）
（12：45 ～
串木野健康増進センター）
行政相談・一般心配ごと
相談
（９：00 ～ 12：00
串木野高齢者福祉センター）

鹿児島地域植樹祭
（総合体育館・観音ヶ池）
（9：30 ～）
青少年育成の日
おはなし会
（15：00 ～市立図書館本館）

○当番医・当番薬局は、変更する場合がありますので事前にご確認ください。人口 30,245 人（男 14,178 人　女 16,067 人）世帯数 13,498 世帯　－ 11月 30 日現在－

19 図休 20 21 22 23 24 25
元気なまちづくりウォーキング
（９：00 ～）
家庭の日

丸 田 病 院（☎ 32-2263）
春田整形外科（☎ 32-2200）

とまと薬局（☎ 32-2270）
（☎ 33-1891）

交通事故ゼロの日 一般心配ごと相談
（10：00 ～ 12：00
市来高齢者福祉センター）

６か月乳児相談
（H25. ６生まれ）
（12：45 ～
串木野健康増進センター）
子どもといっしょに読書
の日

乳児・産婦健康診査
（H25. ９生まれ）
（12：30 ～
串木野健康増進センター）
一般心配ごと相談
（９：00 ～ 12：00
串木野高齢者福祉センター）

おはなし会
（11：00 ～
市立図書館市来分館）

26 27  図休 28 29 30 31 2/1
税務課日曜窓口
（９：00 ～ 12：00
串木野庁舎　税務課）

花牟禮病院（☎ 32-3281）
藤井クリニック（☎ 32-8000）

（☎ 33-1647）
（☎ 33-0900）

定期健康相談・母子相談・
母子手帳交付
（９：00 ～ 16：00
串木野健康増進センター）
労働なんでも相談会
（労働ミニ講話
11：00 ～ 12：00）
（労働相談 13:00～16:00
中央公民館２階）

一般心配ごと相談
（９：00 ～ 12：00
串木野高齢者福祉センター）

☎0996-36-3613
四万十竜

夜

1，500円
4，300円ファミリー用

980円お昼

市内の全家庭に配られます！

広告はこの
場所です。
1枠５㎝×
8.5㎝で6
枠あり、毎
月広報紙に
挟んで発行
されます。

《菊池桃子プロフィール》
■ 東京都出身。1984 年芸能界デビュー。昨年デビュー 30 周年のベストアルバムをリリースするなど、

歌手や女優として活動するほか、ナレーションやラジオのメインパーソナリティを務めるなど多才な
才能を発揮。

■主なレギュラー番組　テレビ：テレビ朝日系「人生の楽園」ナレーション
　　　　　　　　　　　ラジオ：文化放送「菊池桃子のライオンミュージックサタデー」メインパーソナリティ

　幅広い芸能活動と一男一女の母として子育てを両立しながら、母校
の客員教授としてキャリア教育の講義を担当されています。芸能界デ
ビューから結婚出産、大学で学ばれたことを教育者として、また、母
として、そして一人の社会人として、お話をされます。

講師　菊池　桃子さん
　　　（女優、戸板女子短期大学 客員教授）

演題　“いつも前を向いて
　　　　　～学ぶ楽しさ・生きる楽しさ～”

活
力
あ

ふれる豊か

な
ま
ち

生
き

がい
のある人

生
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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10回 特産品直売所スタンプラリー

　２月１日から本市の特産品直売所と観光施設
でスタンプラリーを開催します。
　特産品直売所では、地元の野菜や鮮魚、お菓
子や惣菜などたくさんの「地もん、よかもん」
が販売されています。また、
期間中は各直売所で様々な
イベントが開催されます。
この機会に全部の直売所に
行ってみてはいかがでしょ
うか。さぁ皆様、買もんに
カモン !!
【参加方法】
　直売所または観光施設を４か所以上利用する
と応募できます。
　ただし、観光施設のスタンプは１か所のみと
なります。
【スタンプ】
　１．直売所で500円以上購入された方
　２．観光施設を有料で利用された方
　　　（総合観光案内所除く）
【賞品】
　４か所以上のスタンプを集めた応募者の中か
ら抽選で総額10万円相当の「よかもん」をプ
レゼントします。６か所全ての直売所のスタン
プを集めると「わっぜよかもん賞」（５千円相当）
の抽選に参加できます。

【直売所】
　市来えびす市場、いちき特産品直売所季楽館、物産館さのさ館、シーポイント、照島海の駅、羽
島前浜そだちのうんのもん
【観光施設】
　国民宿舎吹上浜荘、シーサイドガーデンさのさ、薩摩藩英国留学生記念館、いちき串木野総合観
光案内所

旬のポンカンや
ポンカンを使っ
たスイーツの販
売、ポンカン餅
の振る舞いが行
われます。

（９時～ 15 時）

地元の鮮魚や野
菜 は も ち ろ ん、
特産のちりめん
など特売いたし
ます。

（軽トラ市９時
～ 14 時）

捌き方教室や解
体ショー、鮮魚
の特売がありま
す。

（ ９ 時 ～ 17 時
30 分）

自家製干物の販
売や鮮魚の特売
が 行 わ れ ま す。 

（ ９ 時 ～ 17 時
30 分）

鮮魚の即売・県
内の干物の販売
ほか、つけあげ
実演や暖かい汁
の振舞いがあり
ます。

（９時～ 16 時）

遠洋まぐろはえ
縄漁業で漁獲さ
れた冷凍まぐろ
やまぐろの加工
品などを販売し
ています。

スタンプラリー開催期間
平成27年２月１日（日）～
� ３月 15日（日）まで

～直売所紹介・イベント情報～
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地元の旬の食材を味わおう!!

ふろふき大根

農政課（☎33－5635）

大根のおいしい季節です。アツアツをふうふう言いながら食べるのも良いものです。

【1 人あたり】
エネルギー …148kcal
たんぱく質 ……3.9ｇ

脂質 ……………4.7ｇ
炭水化物 ……21.9ｇ
食塩相当量……2.2ｇ

※�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。

❶�大根は４ｃｍ厚さの輪切りにし、皮をむいて面取りし、片面に
十文字の深い切り込みを入れる。
❷�鍋に切り込みを入れただし昆布を敷き、大根を並べ、米のとぎ
汁をたっぷり入れて火にかけ、煮立ってきたら火を弱めてゆっ
くりと煮る。
❸昆布が柔らかくなったら取り出し、大根は柔らかくなるまで煮る。
❹黒ごまは弱火で焦がさないように煎り、すり鉢でする。
❺�分量のみそに、みりんと砂糖を加え、だし汁を少しずつ入れて
溶き、ゆるめに練ったら黒ごまを加え、弱火にかけてひと煮し
て火を通す。
❻�器に大根を盛り、❺のごまみそをかけ、ゆずまたはレモンの皮
の細切りを乗せる。

材料（２人分）
大根� ……………………250ｇ
だし昆布� …………………５㎝
みそ�………………………40ｇ
みりん� ………………大さじ１
砂糖� …………大さじ１～ 1.5

黒ごま�………………大さじ1.5
米のとぎ汁または米� ……適量
だし汁� ………………１／４カップ
ゆずかレモンの皮� ………少々

五代友厚映画化プロジェクト
　１月10日、薩摩藩英国留学生の一人である五

ごだい
代友

ともあつ
厚の

映画化を目指す「五代友厚映画実行委員会」が脚本家と
ともに、薩摩藩英国留学生の史実を学ぶために薩摩藩英
国留学生記念館を訪問されました。
　映画の公開は３年後を目指しており、脚本は35本の応
募の中から選ばれ、２月７日に記念館で、グランプリに
輝いた脚本家の受賞式セレモニーが行われます。

大阪証券取引所前の五代友厚像

記念館の前で実行委員会の方々と

五代友厚(1836年～ 1885年)
鹿児島市長田町生まれ。薩英戦争時に英国側の捕虜の身
となるが、薩摩藩に上申書を提出し、富国強兵策、海外
留学生派遣等を建言する。密命により視察員として英国
留学に同行。欧州各地を巡歴し、帰国後は、明治政府で
外国事務掛となり、語学力を発揮して外交処理にあたる。
その後、実業家として現大阪商工会議所、現大阪証券取
引所などを設立するなど、疲弊した大阪経済復興に尽力
し「大阪の恩人」とも呼ばれた。
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●�灯油は、保管方法を誤ると日光や熱
による変質、水や異種の油などの混
入により「不良灯油」になることが
あります。
●�不良灯油を石油暖房機器に使用する
と、少量でも異常燃焼や機器の故障
につながり危険です。
●�保管するときは、灯油専用容器に入
れ、日光や雨の当たらない場所に置
きましょう。
●�シーズン中に使い切れなかったり、
長期保管し変質の可
能性がある灯油は決
して使用せず、購入
した石油販売店に相
談するなどして安全
に廃棄しましょう。

見守り
新鮮情報
第76号

　石油ストーブを購入して２日
後、消火しようとした際に、操作
つまみが上がらず、緊急消火ボタ
ンも作動しなかったために、新品

と交換してもらった。３か月後にも同じように消
火できなくなり、販売店を呼び消火してもらっ
た。販売店からは昨
シーズンの灯油を
使ったことが原因で
はないかと言われた。
（70歳代　女性）

古い灯油を使ったら
石油ストーブが故障？

古い灯油は
使わないで

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）1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

　本年も、市やいちき串木野警察署、地域安全モニター、
少年ボランティア会員等、地域のみんなで協力し、防犯啓
発活動を積極的に推進し、犯罪のない安全で安心して暮ら
せる地域社会づくりに取り組みましょう。
　また、犯罪の被害に遭わないために、防犯意識を高め、
地域の絆で犯罪を寄せ付けない地域づくりをしましよう。

　登下校中などに子ども達
と住民があいさつや会話を
することで、不審者（車等）
が近づく隙を与えません。
水やり・清掃・買い物に行
く時間を登下校に合わせて
みましょう。

　カギかけは防犯の基本で
す。泥棒は５分あれば犯行
を終えます。ほんの少し家
を空ける場合でも必ず鍵を
掛けましょう。

　被害に遭われている方の
ほとんどが振り込め詐欺を
知っていましたが、自分が
被害に遭うとは思っていま
せんでした。過信せずあら
かじめ最新の手口や防犯対
策を知っておきましょう。

子どもの犯罪被害防止
地域住民で見守り活動

住宅の侵入犯罪防止
戸締りチェックを忘れずに

うそ電話詐欺防止（振り込め詐欺）
絶対に騙されない人はいない
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まちの
話 題

　11月28日、冠岳小学校の児童11名が冠岳温泉
で、温泉の知識や入り方を学ぶ「浴育」の授業を
受けました。
　講師を務めたのは県内に２人いる温泉ソムリエ
アンバサダーの六

む さ し

三四さん。授業では温泉の定義
や入浴マナーのほか、美人湯で肌がツルツルにな
る理由や頭にタオルを乗せて入浴する理由など、
思わずそうだったのかという内容もあり、あっと
いう間に「浴育」の時間は過ぎました。
　ホームページで県内各地の温泉を紹介している
六三四さんは、「利用者が減り、ここ10年で温泉
は100軒以上なくなっている。温泉は地域資源。
温泉が自分たちの地域にあることに誇りを持って
ほしい」と温泉の利用を訴えました。

　市来地域出身で北海道日本ハムファイターズで
活躍する飯山裕志選手を招き、１月４日、多目的
グラウンドで野球教室が開催され、市内の野球と
ソフトボールの少年団５チーム73名が参加しま
した。
　教室では、和やかな雰囲気の中、飯山選手が守
備やバッティングの見本を見せ、その後子ども達
の練習で個々にアドバイスをしていきました。
　いちきソフトボールの池田滉規くんは「バッ
ティングを教えてもらえた。飯山選手のサイドト
スのキレがすごかった」とプロのすごさを実感し
ていました。
　飯山選手は、「目標を決めて日々の練習を頑張っ
てほしい。今日いろいろ話したことの中で自分に
合うものを見つけ、一つでも自分のものにしても
らえたら嬉しい」と子ども達にエールを送りまし
た。

一つでも自分のものに　プロ野球選手が指導

温泉をもっと知ろう
「浴育」の授業開催

英語絵本の読み聞かせ会

　12月14日、薩摩藩英国留学生記念館で、英語
絵本の読み聞かせ会が開催されました。
　本市ALTのローレン　ジョンストンさんが講師
を務め、外国の子ども達によく読まれている絵本
の読み聞かせが行われました。
　参加した子ども達は、初めて見る英語の絵本に
熱心に見入っていました。
　さらにクリスマスカードを作ったり、ゲームを
したりして外国のクリスマスの様子を学びました。

県文化財功労者表彰を受賞

　11月13日、平成26年度鹿児島県文化財功労者
として森田清美さんが、受賞されました。
　森田さんは長年に渡り市の文化財保護審議会委
員として文化財の保存伝承に努められたことが評
価されました。おめでとうございます。

11



まちの 話 題

　アフガニスタンの先生や教育関係者18名が、日本
の教育を学ぶ研修の一環で市来小学校を訪問し、５年
生児童や市来幼稚園児と書道や餅つきなどで交流を深
めました。
　交流の中では、アフガニスタンの現状を学ぶ時間も
ありました。食べ物や気候、言葉や遊びのことなど楽
しく聞いていた児童も、わずか10数年前まで続いた
戦争で、アフガニスタンのほぼすべての学校が破壊さ
れ、今でも青空教室で学ぶ子どもも多いという話にな
ると、日本とのあまりの違いに、いつしか神妙な顔に
なり「アフガニスタンの国の名前は知っていたけど、
こんな大変な国もあるなんて知らなかった」「日本は恵まれていると思った」と感想を話す児童もいました。
　子ども達にとっては異国を知ることで、自分たちの置かれている環境を感じたいい機会だったようです。

市来小学校でアフガニスタンの先生と交流
子ども達は恵まれた日本を知る

・�中学校までは義務教育で日本と同じだが、学校に通う子ど
もは49％（これでもかなり増えてきた）
・�戦争で荒廃した国土は復興してきているが、まだまだ青空
教室で学ぶ子どもも多い
・�男女はある時期から別々の学校で学ぶ
・�いまだに自爆テロがある
・�女性は学校には行けないという考えが根強く残っている
・�教材が不足している。あるのは教科書だけというところが
ほとんど。そのため授業は先生が一方的にしゃべらざるを
得ない　など

アフガニスタンの教育や子ども達
・�子ども達がのびのびと行動し、発言してい
る。アフガニスタンでは戦争が長く続き、
自由にものを言えない状況になった
・�教材や施設がとても充実している
・�時間に厳しい
・�掃除を自分たちでしている。アフガニス
タンでは考えられない。お金がかからな
いのでアフガニスタンでも取り入れてい
きたい

アフガニスタンの研修生から見た日本の学校
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まちの 話 題

子ども達の笑顔のために「てるてるくらぶ」
　12月24日、照島小学校
で絵本の朗読を聞いたり、
演劇を見る会がありました。
　朗読や役者を演じていた
のは、照島小の保護者など
25名で作る「てるてるく
らぶ」です。てるてるくら
ぶでは、週１回照島小で
15分間の朗読や年２回の
緑陰読書会のほか、声がか
かると地域やデイサービスなどにも出向いていくそ
うです。

　活動を始めたきっかけは、平成13年に
大阪の小学校で８名の児童が殺された事
件でした。照島小でも学級担任が不在と
なる時間を見守ろうと、平成14年からわ
ずか３名程度で15分間の読み聞かせを始
めました。以来、手作りの活動を続けて
います。
　代表の一人塚田弓さんは、「子ども達の
笑顔があるから続けられる」と話された
とおり、朗読や劇を楽しむ子ども達の顔
はみな笑顔にあふれていました。

レノヴァ鹿児島ホーム勝利ならず
　男子プロバスケッ
トボールチームのレ
ノヴァ鹿児島の公式
戦 が12月20・21日
に総合体育館で開催
されました。
　対戦相手は現在
NBDLリーグで首位
を走る東京エクセレ
ンス。レノヴァは、
高さで劣るものの、
持ち味のスピードで
対抗しますが、残念ながら２連敗してしまい
ました。
　試合後、レノヴァの小原プレーヤーコーチ
は「このチームは若く伸びしろを感じさせる
チーム。（１～３月の）後半戦を頑張ってい
きたい」と巻き返しを期待させました。
　いちき串木野ミニバスケットボールクラブ
の中野和美ちゃんは「自分もあんな風に動け
るようになりたい」と間近に見るプロ選手の
動きに刺激を受けたようです。

鋭いカットインでゴールを狙うレノヴァ選手

いちき串木野ミニバスケットボール
クラブがエスコートキッズを務めた

　　試合後。プロ選手とハイタッチ。
　　みな嬉しそう

相手の高いブロックや
リバウンドに苦しんだ

ブラックシアター
パネルに絵を貼りブラッ
クライトを当てると暗闇
に浮かび上がって見える
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まちの 話 題

いちご狩り楽しんで 更生保護女性会が歴史を振り返る写真展開催

　11月29日まちなかサロンで、昨年活動50周年
を迎えた串木野地区更生保護女性会が、今までの
会の活動を振り返り、また活動を知ってほしいと、
写真展を開催しました。
　更生保護女性会とは非行や犯罪に陥った人たち
が、再び社会の一員として、立ち直るのを助ける
全国的なボランティア団体です。更生保護への理
解と協力を得る運動をしながら、青少年の非行防
止・健全育成などを関係団体と連携して活動を進
めています。
　串木野地区更生保護女性会でも、80名の会員
が月１回６つの地区に分かれ、青少年へ声掛け運
動を続けているほか、最近では不法投棄の監視も
して、更生保護のための良好な環境づくりに努め
ていらっしゃいます。

　大里の「いちごハウス木場」が県内他のいちご
園より約１か月早く今年もオープン。「いちご」
に掛けて12月の15日（いちご）開園式が行われ
ました。
　さがほのかと紅ほっぺの２種類のいちごが実っ
たビニールハウスの中は、甘い香りに満ちていま
した。生産者の木場俊介さんは「今年は苗づくり
に苦労したけど無事開園できた。多くの人に楽し
んでいただけたら」と話しました。
　いちご狩りは５月上旬まで楽しめ、贈り物等に
も喜ばれているほか、ジャムづくり体験もできま
す。
いちご狩り
・いちごハウス木場　☎36-5115
・比良いちご農園　　☎090-5286-2122

大学生との楽しいふれあい
～青松塾の活動紹介～

児童へ図書を　歩行者に安全を

　毎週土曜日（第３土曜日を除く）の午後、小学
３年生～中学生を対象に、教員を目指す鹿児島大
学の学生さん達と一緒に自学学習や体験活動をす
る「青松塾」を開催しています。
　12月13日の体験活動では、クリスマスに関す
るクイズに挑戦したり、リース型マラカスを作っ
て音楽専修の学生と一緒に演奏したり、みんなで
クリスマスソングを歌ったりして、楽しい時間を
過ごしました。

　地元の焼酎銘柄のひとつ「海童」を応援する海
童倶楽部と海童会が、12月24日、青少年育成と
交通安全に役立ててほしいと、市内公立小学校９
校と地区交通安全協会へ、それぞれ図書購入のた
めの寄附金と歩行者用反射材を贈りました。
　寄附金と反射材は10月にあったイベントで、
会員が綿あめやかき氷を販売した収益の中から出
したもので、海童会の永井和之会長は、「子ども
達のため今後もチャリティーで頑張っていきた
い」と話されました。
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まちの 話 題

年の瀬市に多くの人出～浜ん馬場ん朝市 未来を担う子ども達に本を

　いちき串木野商工会議所青年部８名が12月16
日市長室を訪れ、冨永貴広青年部長から市長へ寄
附金225,000円が手渡されました。
　これは同青年部が開催した「GENKI�Music�
Festival（※）」のチケット販売の収益の一部を、
未来を担う子ども達の健全育成に、読書を通して
役立ててほしいと、市内公立小学校の書籍や文庫
の購入費として、寄附を申し出てくださったもの
です。
　ありがとうございます。
※GENKI�Music�Festival
地域に元気と希望を与えようと、昨年８月に食と音楽
をテーマに商工会議所青年部が開催した。

　12月28日
に、市内の若
手商店主など
でつくる「く
しっのん盛り
上げ隊」が中
心になり、浜
町市場アー
ケ ー ド（ ピ
ラード浜町）
で、年の瀬市
を開催しまし
た。
　会場ではつ
きたての餅が
入ったぜんざ

いが買い物客に振る舞われ、正月飾りに使うヘゴ
や小みかん、またまぐろを買い求める客などで賑
わいました。
　徳之島から帰省中の松島恵理子さんは、「匠ブー
ス」で息子さんとしめ縄や門松つくりに挑戦。「ま
ぐろを目当てに来ました。初めて来たけど活気が
あっていいですね」と年の瀬市を楽しんでいまし
た。

難コースも楽し　荒川田んぼゴルフ
チームワークで勝ち抜け！
学童親善ドッジボール大会

　12月７日、荒川地区内の田んぼで第20回田園
荒川ず’カップゴルフ大会が開催され、約100名
が参加しました。前日の雨で、コースのところど
ころにぬかるみや水たまりが出現する難コースに
四苦八苦する田んぼゴルファーもいましたが、の
どかな田園風景の中、和やかな雰囲気でプレーを
楽しんでいました。
　また、コース途中に設けられた休憩茶屋では、
イノシシのスペアリブやねったぼなどが振る舞わ
れ、プレーヤーのおなかを満たしました。

　12月７日、総合体育館で学童親善ドッジボー
ル大会が開催され、市内の小学校のクラスチーム
など21チームが参加し、熱戦を繰り広げました。
　大会は今年度設立50周年を迎える串木野ライ
オンズクラブが主催し、ドッジボール大会は16
回目の開催です。今年はより参加しやすいように
１チームの人数を昨年より減らし、８名でも参加
できるローカルルールで行われました。
●優　勝　GTK百戦錬磨（照島小６年生）
●準優勝　串小一致団結（串木野小６年生）
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まちの 話 題

威勢よく初市 イルミネーション地域を照らす
　この冬も
川上小学校
に巨大なイ
ル ミ ネ ー
ションが出
現しました。
これは川上
地区の方が
地域を盛り
上げようと
毎年続けて
おり、今年
で22回目に
なります。
　12月21日
の点灯式で
は、ミニ喫
茶が来場者
をもてなし、子ども達がハンドベルの演奏やクリ
スマスソングを合唱し、またトナカイが運転する
ミニバイクに引かれたリヤカーに乗って登場した
サンタクロースがプレゼントを配り、皆でクリス
マス気分を楽しみました。
　ハンドベルを演奏した子は「練習はいっぱいし
た。イルミネーションが点灯すると、みんなが見
に来てくれるからうれしい」と話しました。

　１月５日早朝、日置北部公設地方卸売市場で初
市が行われました。
　串木野青果㈱井上社長の挨拶の後、初市の鐘を
合図に威勢よくセリが始まりました。
　当日は、ダイコン、キュウリ、カブ、ニンジン、
ポンカン、混ギクなど多くの新鮮な野菜、果樹、
花卉類が買受人約25名により競りにかけられ、
市内の各店頭で販売されました。
　農産物生産者は、簡単な手続きで生産物の出荷
ができます。
　詳しくは、☎32-2403　串木野青果㈱まで

観光大使の濱﨑シェフが薩摩藩英国留学生記念館を訪問

　11月30日、本市観光大使でイタリアンレスト
ラン「リストランテ濱﨑」のオーナーシェフの濱
﨑龍一さんが薩摩藩英国留学生記念館を訪問され
ました。
　今回は、料理雑誌「料理王国」の『おいしい日
本再発見～トップシェフが産地を訪ねて～』コー
ナー（２月発行）の取材で来られ、本市をＰＲし
ていただきました。

　いちき串木野総合観光案内所では、「濱﨑龍一
シェフ」と地元料理店主を講師に料理教室を開催
します。
●日　時　２月８日（日）12：30～15：30
　※作った料理は会場でお召し上がりいただきます。
●場　所　市内（参加者に後日連絡します）
●定　員　30名（定員になり次第締切）
●参加料　�1,000円（食材費込み）当日お支払い

ください。
●申込み　�２月３日（火）までに電話もしくは

FAXにていちき串木野総合観光案内
所へお申し込みください。

　　　　　９：00～17：00　☎32-5256・Fax�29-3320

濱﨑龍一氏　プロフィール
　1963年　いちき串木野市生まれ
　1988年　�イタリアへ渡り「ダル・ペスカトーレ」で修業
　1989年　�帰国、乃木坂「リストランテ山崎」でシェフを

つとめる
　2001年　�独立、東京南青山にオーナーシェフとしてイタ

リアンレストラン「リストランテ濱﨑」を開店
　2013年　薩摩大使　委嘱
　　　　　　いちき串木野観光大使　委嘱

料理教室参加者募集
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まちの 話 題

黎明の地でウオーキング 市地区対抗駅伝で湊地区チーム５連覇

　11月30日、串木野新港周回コースで、第９回
市地区対抗駅伝競走大会が開催され、参加した選
手たちが一本のタスキを懸命につなぎました。
　今年は湊町地区も初参加し、16チーム、12区間
で競われ、湊地区が優勝を飾りました。
●優勝　湊地区（５連覇）
　準優勝　中央地区　３位　荒川地区
●区間賞（敬称略）
　　区　間　　　　　　氏　名　　　　　タイム
１区（中学男子）　　平石　裕也（中央）４’58
２区（小学男子）　　大六野光槻（生福）３’13
３区（一般男子）　　大竹　英文（羽島）５’07
４区（一般女子）　　松﨑　菜緒（湊）　３’33
５区（中学男子）　　伊東　大暉（生福）５’15
６区（小学女子）　　中薗なつみ（野平）３’32
７区（１０ 歳 代）　　今田　翔大（湊）　４’34
８区（小学女子）　　坂元　莉歩（中央）３’30（区間新タイ）
９区（中学女子）　　久田ちひろ（湊）　５’29（区間新）
１０区（小学男子）　　芹ケ野竜聖（湊）　３’27
１１区（一般男子）　　軸屋　稔明（中央）５’27
１2区（一般男子4０歳以上）西別府浩明（野平）３’12

　12月７日、第17回れいめいウオーク羽島土川
大会が開催されました。４㎞・６㎞・12㎞の３コー
スに、市内外から349名の参加があり、冬晴れの
羽島路でのウオーキングを楽しみました。
　会場ではお楽しみ抽選会や、地元特産品の販売、
地元の方による「おさんしゅい（おさ汁）」の無料
振る舞いもあり、参加者に喜ばれていました。

まぐろの出前授業 2014いちき串木野市ふれあいフェスタ

　12月９日、鹿児島まぐろ同友会が串木野小学
校で、資源環境にやさしい延縄まぐろ漁業のPRや
魚食普及のためまぐろの出前授業を行いました。
　授業では、遠洋まぐろはえ縄漁船での作業風景
をDVDで見たり、釣ったまぐろを船上に上げる
体験や冷凍キハダまぐろの試食をしたりしました。
　授業を受けた児童からは「まぐろに種類がある
のを知らなかった」とか「漁師が頑張って獲って
きているのが分かった」との感想が聞かれました。

　12月７日、いちきアクアホールで「いちき串
木野市ふれあいフェスタ」が開催されました。
　会場では、地元農産物の展示即売会やスタンプ
ラリー方式の抽選などが行われたほか、黒牛の焼
肉やシシ鍋の振る舞いなどが行われました。
　また、「健康まつり」として健康相談コーナー
や「学校給食展」が開かれ、ステージではレクダ
ンスや市来保育園児によるお遊戯などが披露され
ました。

５連覇した湊地区チーム

まぐろ漁船の漁具を手に取る児童

　また、大会の想い出や自然の景観を気軽に短歌
や俳句などに詠む「一首一句啓上コーナー」では、
参加者がそれぞれの想いを歌に詠みました。
【最優秀作品】
　歩き終えし　五臓にしみゆく　青さ汁
　　羽島婦人の　こころがうまし
　� 小原�俊幸　さん（野元）
【優秀作品】
　石蕗の　愛でて歩む　羽島路に
　　鳶高らかに　大空を舞う
　� 赤堀�真通さん（薩摩川内市）
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まちの 話 題

鹿児島から世界の頂点へ　加藤さん
ストリートダンス世界大会で優勝

市自主文化事業「清水良太郎ものまねライブ」

　12月14日、市民文化センターで「清水良太郎
ものまねライブ」を開催しました。１部では津軽
三味線の演奏があり、山下靖喬さんの軽やかで激
しい津軽三味線の音色に聞き入り、２部では清水
さんの楽しいトークやものまねに、会場の皆さん
はとても満足していたようでした。

　神村学園高等部２年生の加藤有紀さんが、ドイ
ツで行われたダンスの大会で大会史上最年少優勝
を飾り、12月18日に市長へ報告に訪れました。
　加藤さんが出場したのはFunkin’Stylez（ファ
ンキンスタイルズ）（※）のフリースタイル部門。
出場者は１対１で流れる曲に合わせ即興で踊るバ
トル形式で、加藤さんは準決勝で前回優勝者を破
り、決勝では延長戦の末、６名の審査員全員一致
で優勝を勝ち取りました。
　加藤さんは優勝した瞬間「多くの人に応援して
もらってきたので恩返しできた」と思わず涙があ
ふれたそうです。また、「仲間と『鹿児島から世
界へ』を合言葉に頑張っている。いろんな大会で
優勝してダンスを広めていきたい」とまっすぐに
前を見つめて話しま
した。これからも頑
張ってください！

元気いきいきフェスタ2014（保健福祉大会）

　11月26日、市民文化センターで「元気いきい
きフェスタ2014（保健福祉大会）」が開催され、
約400名の参加がありました。
　オープニングセレモニーでは、浜ヶ城保育園園
児によるお遊戯が行われ、保健福祉関係の表彰や
金婚者のお祝い、高齢者クラブ会員の唄や踊り、
健康づくり運動普及推進員の健康体操がありまし
た。また、特別講演の中では、転倒予防教室に参
加の３名による「健康の秘訣」などの体験発表や
NPO法人健康づくりフォーラム川尻彰さんによ
る「～元気の秘訣～介護予防のススメ！」と題し
た講話がありました。

パークゴルフ大会で４回目の優勝飾る

　11月18日、60チーム以上参加して行われた第
５回いちき串木野市高齢者クラブ連合会パークゴ
ルフ大会で平江さわやか会が４度目の優勝を飾り
ました。
　平江さわやか会の外薗儀弘さんは練習を週３回
程続けていて、４度目となる優勝に「パークゴル
フは遊びを兼ねて健康づくりができる。仲間もで
きるし楽しかど～」と喜びを話しました。
優勝　平江さわやか会（敬称略）
　　　外薗儀弘　外薗文雄　外薗政市　橋之口博繁

Funkin’Stylez
世界20か国から予選を勝
ち抜いた800人が出場する
ストリートダンスの世界大
会。
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まちの 話 題

県高校書道展　大賞受賞 第９回いちき串木野市ロードレース大会

　12月13日、串木野新港で第９回いちき串木野
市ロードレース大会が、２月に行われる県下一周
駅伝競走大会の日置地区選手選考会も兼ねて開催
されました。
　本市の主な成績は、次のとおりです。（敬称略）
○小学校１～４年生男子の部（1.5㎞）
　１位　野元柊汰郎（生福陸上）　　５分46秒
　２位　勝田　聖也（串木野西陸）　５分53秒
○小学校１～４年生女子の部（1.5㎞）
　２位　坂元　茉歩（串木野西陸）　５分35秒
　３位　有馬　桃寧（生福陸上）　　５分57秒
○小学校５～６年生男子の部（1.5㎞）
　１位　大六野光槻（生福陸上）　　４分56秒
　３位　棚町　健也（串木野西陸）　５分16秒
○小学校５～６年生女子の部（1.5㎞）
　２位　中薗なつみ（串木野西陸）　５分26秒
　３位　坂元　梨歩（串木野西陸）　５分26秒
○中学校男子の部（3.0㎞）
　１位　中薗　映児（串木野西陸）　９分54秒
　２位　山内　　諒（生冠中）　　　９分54秒
○中学校女子の部（3.0㎞）
　１位　久田ちひろ（市来中）　　　10分41秒
　３位　井亀　真央（串木野西中）　11分11秒

　第45回県高校書道展で、鹿
児島実業高等学校に通う東瀬
戸遥香さん（門前）の書いた
中国の書家王鐸の臨書作品が、
出品数600点の中から大賞に
輝きました。
　東瀬戸さんは、県代表とし

て７月末に開催される全国
高校総合文化祭へ作品を出
品します。３月までに作品
を書き上げるため、東瀬戸
さんは毎日猛練習を重ねて
います。「選ばれたからに
は頑張る」と話した東瀬戸
さん、いい結果を待ってま
す。

第51回　市内バドミントン大会

　11月16日総合体育館で中学生から大人まで約
100名が参加し心地よい汗を流しました。抽選会
も行われ、スポーツの秋を満喫しました。
　各クラス１位（敬称略）

男
子

（中級）ダブルス
（上級）ダブルス

富田　凱貴・田中　玲穏
松㟢　孝博・栗山　誠史

女
子

（初級）ダブルス
（中級）ダブルス
（上級）ダブルス

松﨑　菜緒・上薗　　萌
上原　徳子・久木野　梢
原口　小巻・橋口　真央

混
合

（初級）ダブルス
（中級）ダブルス
（上級）ダブルス

高野　秀幸・村岡　　綾
前屋　満治・火野坂瑞代
富田　凱貴・原口　小巻

第17回チルドレンフェスティバル

　12月28日、市民文化センターでチルドレン
フェスティバルが開催されました。
　今回で17回目となるフェスティバルは、青少
年がすべて自分達で運営し、手作りで行っている
イベントです。当日は、劇や書道パフォーマンス、
バンド演奏など各種にわたり、大変盛り上がった
一日となりました。

東
瀬
戸
さ
ん
の
大
賞
作
品

19



おしらせ版
乳児紙おむつ購入費を助成します

福祉課（☎33-5618）

自治基本条例推進審議会委員を募集
まちづくり防災課（☎33-5632）

　乳児を養育する保護者に対して、紙おむつと布
おむつの購入費を助成します。
●対 象 者�　�平成26年４月１日以降に出生した

満１歳未満の乳児を養育している保
護者

●助成金額　乳児１名につき20,000円（限度額）
●助成対象�　�市内事業所で購入した「紙おむつ」

と「布おむつ」（要領収書）
●申請期限　乳児の１歳の誕生日の前日まで
●申請方法�　�次のものを持参して、福祉課または

市来庁舎市民課で手続きをしてくだ
さい。

　　　　　　・領収書または購入を証する書類
　　　　　　・印鑑　・振込口座預金通帳
　　　　　　・�納税証明書（税務課で発行、手数

料200円）
●問 合 せ　福祉課子育て支援係

　通学する学校の通学区域は、住んでいる場所に
より教育委員会が指定しています。
　転居される場合は、事前に学校に相談してくだ
さい。また、転居により通学する学校が変わるか
どうかは学校教育課へお問い合わせください。

　税理士ではない人が、税務代理、税務書類の作
成及び税務相談の税理士業務を行うこと（いわゆ
る「にせ税理士」行為）は、税理士法で固く禁じ
られています。
　所得税及び消費税の確定申告書や決算書など、
税務書類の作成を依頼したり、税務相談をする場
合は、税理士であることをご確認のうえ、ご相談
ください。
　「にせ税理士」に相談することは、あなた自身
が思わぬ損害を被る恐れがありますので、十分に
ご注意ください。
　詳しくは税務署にお尋ねください。
※税理士は税理士証票を携行し、税理士会員章の
バッジを着けています。
伊集院税務署（☎099-273-2541）自動音声案内

「にせ税理士」に注意
税務課（☎33-5616）

公立小・中学校の通学区域について
～保護者のみなさまへ～

学校教育課（☎21-5127）

　市では、平成26年４月１日から施行している
いちき串木野市自治基本条例の運用状況を把握
し、市民自治によるまちづくりを推進するため、
同条第33条に規定する自治基本条例推進審議会
の委員を募集します。
●募集人数　５名以内
●応募資格　�平日昼間に開催する会議等に参加で

きる20歳以上の市民
●任　　期　３年以内
●委員の活動及び推進審議会の内容
※�自治基本条例の運用状況を把握し、実効性を高
めて、市民自治によるまちづくりを推進すると
いう目的のため、次のことに取り組む予定です。
・�自治基本条例の趣旨や内容について認識を
深める。

・�自治基本条例の規定に基づく運用状況等の
調査。

・�推進審議会として意見や要望等を取りまと
め、市長へ提言。

・�推進審議会は概ね年２回以内の開催を予定。
●募集期間　２月10日（火）まで
●応�募方法　所定の応募用紙に、住所、氏名、職
業等のほかに、本市の市民自治やまちづくり
の推進に関する意見等とともに応募動機を記
入し、直接持参、郵送、ファックス、または
電子メールでお申し込みください。

　　※�応募用紙は串木野庁舎・市来庁舎・羽島出
張所にあります。また、市のホームページ
からも印刷できます。

●選考方法　�書類審査で決定し、選考結果は応募
者全員に通知します。

●応募・問合せ　まちづくり防災課　地域振興係
　☎33-5632（直通）　FAX　32-3124
　Ｅメール　machibou2@city.ichikikushikino.lg.jp

☆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）
　12 月 12 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。

福
ふくやま
山　夕

ゆうり
浬くん　　・蓑

みの も

　希
き い な
衣菜ちゃん

岩
いわした
下　健

けんしん
心くん　　・川

かわうち
内　幸

こうき
輝くん

川
かわばた
畑　玲

れ な
奈ちゃん　・久

く き や ま
木山　柚

ゆ な
奈ちゃん
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　市税等の滞納処分により差し押えた不動産を、入札方式により公売します。
　※公売とは、税金を滞納した方（法人も含む）の財産を差し押えて売却し、税金に充てるものです。
　※滞納税等の完納により、中止になる場合がありますので予めご了承ください。

●公売日時　３月６日（金）　入札開始10：00（受付開始９：00）
●会　　場　市役所串木野庁舎地下大会議室
●公売する不動産

●入札当日持ってくるもの
　・印鑑（認印可、スタンプ印不可）　・身分証明書（運転免許証など）
　・公売保証金
　・買受適格証明書（売却区分２～５の農地購入に必要です）
　　※�買受適格証明書の発行は「買受適格証明願」の届出が必要になります。添付書類が多く、確認

に時間がかかるため、早めに準備をされ２月16日（月）までに農業委員会（☎33-5647）に
届け出てください。

●問合せ　税務課収納係

差し押さえた不動産を公売します
税務課（☎33-5615）

●入 札 物 件

　※�すべて現況のまま引き渡しとなります。
●申 込 締 切　
　２月９日（月）まで
　（申込者以外の方は入札できません）
●入 札 日　
　２月下旬を予定
　最低売却価格あり
●入札保証金　
　�札入れしようとする額の５％以上の額
　（ただし37,050円以上とする）
●申込・問合せ
　財政課　契約管財係（串木野庁舎２階）

市有地を売却します
財政課（☎33-5629）

地��番 面　積 最低売却価格
羽島8805番69 4,857㎡ 741,000円

（立木の消費税含む）立木（スギ・ヒノキ）林齢39年 スギ161本　ヒノキ307本

売却�
区分 土地の地番 面積 地目（現況） 見積価額 公売保証金

1 羽島字海土泊5733番 517㎡ 原野（畑） 97,000円 9,700円
2 羽島字コモ崎704番1 485㎡ 畑 141,000円 14,100円
3 羽島字矢倉5193番 469㎡ 田 183,000円 18,300円
4 照島4889番 211㎡ 畑 66,000円 6,600円

5 八房2978番1（持ち分1/2）
八房2978番4（持ち分1/2）

179㎡
34㎡

田（雑種地）
田（雑種地） 772,000円 77,200円

6 川上字犬木屋3441番12 6,160㎡ 山林 620,000円 62,000円

東シナ海

犬辻鼻
寄田町

いちき串木野市

▲
弁財天山土川港

下山公民館

峯元養鶏場

尾崎牧場
畜産サポート

羽島郵便局

物件

羽島保育園羽島中学校
羽島小学校

市役所羽島出張所
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血圧が心配な方の健康相談を実施します
串木野健康増進センター（☎33-3450）

　人工呼吸、心臓マッサージ、止血法等に加え、
ＡＥＤを取り入れた講習会です。
●日　時　２月21日（土）17：00～20：00
　　　　　（受付　16：30～16：50）
●場　所　消防本部　２階会議室
●定　員　30名（定員になり次第締切）
●対象者　中学生以上
●受講料　無料
●修了証　受講者全員に交付
●申込み　�２月19日（木）までに消防本部救急

係へ住所、氏名等をお知らせください。

　高血圧は血管にかかる負担が大きい状態です。
自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに
血管を傷つけ、動脈硬化を進める原因になってし
まいます。
　高血圧予防には、ふだんの血圧を知り、食事や
運動など生活習慣を見直すことが大切です。
　今回、血圧が心配な方の健康相談を実施しま
す。日頃の生活習慣を見直す機会として、ぜひご
利用ください。
●日　時　２月９日（月）・23日（月）
●場　所　串木野健康増進センター
●内　容　�血圧測定、検尿、体重・体脂肪測定、

栄養相談、みそ汁塩分濃度測定（希望
の方は、みそ汁をお持ちください）

※通常の定期健康相談も実施します。

　税の滞納などで、差し押えた動産（家電、日用
品、焼酎、雑貨など）の公売会が県・市町合同で
実施されます。どなたでも参加できます。
●日　時　１月28日（水）９：00開場
●場　所　かごしま県民交流センター
　　　　　２階大・中ホール・展示ロビー
●必要なもの
　①購入代金
　②�本人が確認できるもの（運転免許証・健康保
険証など）

　③委任状（代理人が入札する場合）
　④�印鑑（認印可、法人は代表者印、スタンプ印不可）
　⑤��親権者の同意書（20歳未満の方が購入する場合）
　　�いちき串木野市からも出品予定です。詳しい
内容は鹿児島県ホームページをご覧ください。

～税金は納期内に納めましょう！！～

第６回「県・市町合同公売会」開催
税務課（☎33-5615）

　平成27年度の県営住宅と特定公共賃貸住宅（い
ちき串木野市内５団地）の空き家待ち順位登録の
抽選が次のとおり行われます。
　なお、この抽選は、空き家が生じた場合の入居
順番をあらかじめ決めるもので、27年度中の入
居を約束するものではありません。
●申込書の配布・受付期間
　２月２日（月）～23日（月）９：00～17：00
　　※土日祝祭日を除く
●抽選日時　３月５日（木）10：00
●抽選場所　鹿児島地域振興局日置支所本館３階
　※�現在順番待ちの方は３月末で期限が切れるの
で、４月以降も入居を希望するときは、改め
て申込をする必要があります。

●申込書配布・問合せ
　㈱南日ホーム日置支所（鹿児島地域振興局日置支所別館２階）
日置市伊集院町下谷口1960－１　☎099-246-5502

県営住宅及び特定公共賃貸住宅
空き家待ち順位登録について

都市計画課（☎21-5154）

●公募住宅

●家　賃　入居世帯の所得に応じて次のとおり。

●入居基準（主なもの）
　・持ち家がなく、住宅に困っていること
　・�世帯の月額所得が15万８千円以上48万７千
円未満であること

　・同居する家族がいること
　・�市税等（市税・水道料金など）の滞納がない
こと

　・原則として、公営住宅に入居していないこと
　・入居者及び同居者が暴力団員ではないこと
　※駐車場は１世帯につき２台まで
●入居時必要なもの
　・敷金（家賃の３か月分）
　・連帯保証人（２人）
●申込期間　２月５日（木）17：00まで
●抽 選 日　２月12日（木）10：00
　　　　　　串木野庁舎２階会議室
●入居予定日　２月20日（金）～
●申込・問合せ　都市計画課　建築係
　　　　　　　　土木課　土木総合窓口係（串木野庁舎）

市営住宅（特公賃）入居者募集
都市計画課（☎21-5154）

平成26年度第３回普通救命講習会
～あなたの大切な人を守るために！～

消防本部（☎32-0119）

住　宅　名 建設年度�
募集戸数 構造・設備 備　考

ウッドタウン
（脳神経外科近く）

平成10年度
１戸

木 造 ２ 階 建 ・
３ＬＤＫ・水洗トイレ

単身入居
不可

月額所得 家賃（月額）
158,000円以上�259,000円未満 50,400円
259,000円以上�313,000円未満 55,100円
313,000円以上�487,000円未満 59,900円
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「産品相談・商談会」の参加者募集
水産商工課（☎33-5638）

わくわく体験！食
しょく

農
のう

学
がく

バスツアー
農政課（☎33-5635）

　流通関係者（バイヤー）との「産品相談・商談
会」を開催します。
　特産品の開発・改良や販路拡大をお考えの事業
者の皆様の、相談・商談に流通関係者が対応します。
　地元での開催ですので、お気軽にご相談くださ
い。
●日　　時　２月９日（月）14：30～17：00
　　　　　　２月10日（火）９：00～ 15：00
●場　　所　いちき串木野商工会議所（旭町178）
●内　　容　１対１の面談方式
　　　　　　（１事業者あたり　30分）
　　　　　・特産品等の開発・改良
　　　　　・特産品等の販路拡大
　　　　　・商談等
●バイヤー　㈱天満屋　営業本部ＭＤ統括グループ
　　　　　　食品バイヤー課長　高原　剛　氏
●参 加 費　無料
●申込期限　２月４日（水）まで
●申込・問合せ　水産商工課商工係

　生産者と交流し、食と農を楽しく学んで、冬の
思い出を作ってみませんか。
●日　　時　２月１日（日）９：00～ 15：00
●集合場所　市役所串木野庁舎（８：50）
●内　　容　・畑で果樹収穫体験、生産者交流
　　　　　　・みかんジュース作り体験
　　　　　　・地元産の野菜でカレー作り
　　　　　　・お菓子作りなど
　　　　　　※内容は変更になる場合があります。
●対 象 者　小学生と保護者（父母または祖父母）
　　　　　　20名〔定員になり次第締切〕
●参 加 料　１人1,000円
●用意する物　�汚れてもよい服装、帽子、タオル、

飲み物、エプロン、三角巾、バッグ
（収穫物入れ）

●申込期限　１月23日（金）～１月28日（水）
●申 込 み　�農政課または生活研究グループ会長

松下へ（☎・FAX　32-1155）

入浴事故にご注意を～高齢者～
消防本部（☎32-0119）

　最近、入浴事故が増えています。そのほとんど
が自宅浴室で発生しており、入浴事故防止あるい
は入浴事故の早期発見のため、次の７点に注意し
てください。
○�脱衣所や浴室をあらかじめ暖め、入浴時の温度
差を少なくする。
○�浴槽は浅め（あるいは水位を低く）で半身浴が
望ましく、縁に手をかけておく。
○ぬるめの温度（39～ 41℃）で、長湯はしない。
○�一日の中で体温が上昇し、血圧の安定する16
時から19時ころまでの入浴が望ましい。
○�血圧降下の原因となる飲酒や食後の入浴、入浴
中の急激な起立は避ける。
○入浴後は水分を補給する。
○�高齢者が入浴をしているときは、家人や周囲の
人が声をかけるようにする。単身者の場合、出
浴時に浴槽の栓を抜く習慣をつけるのも溺水の
予防になります。

　いちき串木野商工会議所では、事業所を対象に
したビジネスセミナーを開催します。
●日　時　　２月13日（金）14：00～ 16：00
●場　所　　いちき串木野商工会議所２階会議室
●内　容
　�「スマートフォンとYou�Tube動画で売上を劇
的に伸ばす方法」

　　�インターネットは中小規模企業に必須の戦略
的ツールの一つですが、作業現場、製造工程、
新商品やサービスのPRなど「スマートフォ
ンとYou�Tube」を使った動画の活用は、売
上が伸びない、認知度が低いなどの悩みを持
つ事業所において、広報費用をかけずにでき
るツールとして有効です。

●受講料
　商工会議所会員企業…無料　
　非会員企業…�１事業所／ 2,000円（人数は問い

ません）
　＊会員企業の従業員の方は会員扱いとなります。
●定　員　先着30名（定員になり次第締切）
●申込み　�２月６日（金）までに申込書をFAX

で申し込みください。
　＊�申込書は商工会議所ホームページからダウン
ロードしてください。インターネット環境が
ない事業所はご連絡ください。

●問合せ　いちき串木野商工会議所
　　　　☎32－2049　　FAX　32-9891

商工会議所ビジネスセミナー参加者募集
水産商工課（☎33-5638）

電線の近くはあぶないよ

・たこあげは、電線のない広いところで！
・魚釣りの竿が電線に触れるとあぶないよ！
・�クレーン作業は気を付けましょう
　もし、電線にかかったときは、最寄りの九州電
力にご連絡ください。
●問合せ　九州電力㈱川内営業所
　　　　　☎0120-986-802（コールセンター）
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第75回　国民体育大会の愛称・スローガン募集
市民スポーツ課（☎21-5129）

第６回いちき串木野市「音楽のつどい」開催
社会教育課（☎21-5128）

●日　時　２月18日（水）９：30～ 16：00
●場　所　いちき串木野商工会議所２階会議室
●申込み　商工会議所に申込書を準備してあります。
　　　　　添付書類として次の書類が必要です。
　　　　　・�決算書２期分（決算後６か月以上経

過している場合、合計残高試算表を
添付）

　　　　　・設備資金の場合は見積書
＊�日本政策金融公庫等の資金の借り入れについて
は市商工振興資金利子補助制度もあります。
　詳しくは、申込時等にお尋ねください。
●問合せ　いちき串木野商工会議所
　　　　　☎32-2049

　多くの方のご来場をお待ちしてます。
●日　時　２月１日（日）　13：30～16：00
●場　所　市民文化センター
●出　演　�友愛幼稚園　生福小　市来渚ハーモニカ
　　　　　�福祉施設ワークスペースｉテラス　琴

伝流フレンズ・メイ　Los�Borrachos�
Dos�Personas　Le�soleil　女声合唱
団コールあじさい　ハレルヤ市民合唱
団など

●展示等　七夕踊写真展・市来茶道サークル（お茶席）
●主　催　�いちき串木野市文化協会・音楽のつど

い実行委員会・NPO法人夢サロン

　まずは、無料の案内書をご請求ください。
●募集内容

●案内書請求・問合せ　NHK学園☎0120-06-8881

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

　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　２月３日（火）　10：00～ 15：00
●場　　所　串木野庁舎　２階会議室
●相 談 員　川内年金事務所職員
●申込期限　１月26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
※代理の場合、委任状と身分証明書が必要。

　本市は、国から半島の振興を促進するための産
業振興を推進する地区の指定を受けています。
　これにより、本市では、製造業、旅館業、農林
水産物販売業等の事業者が、設備投資に一定額（資
本金規模によって異なる）以上の機械、建物等を
取得した場合に、租税特別措置（５年間の割増償
却）が活用できます。
　なお、本措置を活用するためには、税務申告時
に本市発行の証明書※注が必要となりますので、
法人税の税務申告前に水産商工課へお問い合わせ
ください。　
　また、本市産業開発促進条例の要件に合致した
場合、固定資産税の不均一課税も受けることがで
きます。
注：�事業者が行った設備投資が本市の産業投資促
進計画に適合することを証明

　平成32年に開催される第75回国民体育大会（鹿
児島国体）の愛称・スローガンを募集します。
●募集期限　２月23日（月）（当日消印有効）
●応募資格　どなたでも応募できます
●募集作品
①愛称
　�　親しみやすく呼びやすい、鹿児島らしさあふ
れる言葉で表現された鹿児島国体の名前・呼び
名。

②スローガン
　�　鹿児島国体の趣旨や目的、鹿児島国体に向け
た思いを印象づける言葉・キャッチコピー。

●賞及び賞金
　愛称・スローガンそれぞれ
　・最優秀賞：１作品（賞状・賞金５万円・記念品）
　・優 秀 賞：３作品（賞状・賞金１万円・記念品）
　�（中学生以下の場合は、賞金相当額の図書カー
ドを贈呈）
●応募方法　�募集チラシについているはがき、郵

便はがき、FAXまたは県のホーム
ページから。記載事項等詳しくはお
問い合わせください。

●応募・問合せ　〒890-8577　鹿児島市鴨池新町10－１
　第75回国民体育大会鹿児島県準備委員会事務局
　愛称・スローガン募集係
　☎099-286-2865　FAX　099-286-5553

商工会議所の資金繰り対策
日本政策金融公庫との一日公庫のご案内

水産商工課（☎33-5638）

設備投資を行った事業者の皆さまは
租税特別措置が活用できます

水産商工課（☎33-5638）

NHK学園通信制高校生徒・受講生募集中

名称 履修年数 申込期限
高等学校普通科
（３年制）生徒 ３年（転編入あり） 4/30(木)

社会福祉士養成課程 １～２年 2/25(水)

生涯学習通信講座 ３か月～１年�
（講座によって異なる） 随時
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2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。

※詳しくは、市立図書館へお尋ねください。

お　く　や　み　（12 月届出分）

故　人 年齢 住所または 
公民館

喪主または
届出人

新　村　智　惠 91 払 山 新村　勝彦
勘　塲　君　武 81 西 島 平 町 勘塲チヱ子
出　口　久　藏 79 春 日 町 出口　悦子
久見瀨　政　憲 89 大 原 南 久見瀨幸子
中　島　時　雄 93 浦 和 町 中島　　靜
川　元　久　子 81 照 島 下 川元　志郎
出　水　タ　ケ 94 桜 町 出水　　隆
前　田　滿　次 78 中 ノ 平 前 前田ハルエ
鶴　田　フ　サ 87 栄 町 鶴田　良一
迫　　　ト　モ 90 迫 下野　桂子
紙　屋　定　子 89 中 原 紙屋　速水
坂　田　悦　章 68 払 山 坂田伊佐美
宇　都　ユ　イ 93 松 下 宇都　武信
安　田　ト　ミ 93 栄 町 安田　敏明
早　㟢　ヨシヱ 76 御 倉 町 早㟢　省次
尾　崎　仲　弘 89 浜 ケ 城 尾崎マキエ
松　元　ク　ミ 98 金 山 下 松元　則康
下　村　あゆみ 35 御 倉 町 下村　久子
赤　岩　義　昭 66 酔 之 尾 赤岩　信子

　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

2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 ―

○ ○ ○ ―

コース 巡回日 コース 巡回日

１コース ３日（火） ９コース 27日（金）

２コース ４日（水） 10コース 17日（火）

３コース ５日（木） 11コース 18日（水）

４コース ６日（金） 12コース 19日（木）

５コース 10日（火） 13コース 24日（火）

６コース 休み 14コース 25日（水）

７コース 13日（金） 15コース 26日（木）

８コース 16日（月）

１月の市税納期
税務課（☎33-5682）

市県民税　　　　　第４期
固定資産税　　　　第４期 2月2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、１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。

税金は　確かな未来を　造る種
（平成 25年度「税に関する標語作品」より）

訂正とお詫び
　12月22日発行の広報いちき串木野第110
号で次のとおり誤りがありました。訂正して
お詫び申し上げます。

P31　虫歯０
ゼロ
おめでとう

　　　　　　���・・

正　田
たなか
中�貴

たか
英
ひで
くん

誤　田
たなか
中�貴

かた
英
ひで
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（11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）

中
なか

之
の その

　真
ま り あ

愛ちゃん
（曙町）

元気いっぱい育ってね♡

父：純平さん・母：里佳さん

茶
ちゃえ ん

園　琉
る

唯
い

斗
と

くん
（緑町）

ようこそ次男坊‼
お兄ちゃんと仲良くね♡

父：祐輔さん・母：奈那美さん

川
か わ ち

地　未
み さ

紗ちゃん
（木場迫）

念願の女の子♡
お兄ちゃん達と仲良くね‼
父：浩平さん・母：利衣さん

柏
かしわばら

原　結
ゆ

心
あ

ちゃん
（東島平町）

お兄ちゃんと仲良く元気に
育ってね‼

父：一博さん・母：由記子さん

黒
く ろ き

木　秀
しゅういち

一くん
（平江）

産まれてきてくれてありがとう

父：慶太さん・母：麻紀さん

福
ふくどめ

留　雅
ま さ や

也くん
（大六野）

心の優しい男の子に育ってね

父：雅俊さん・母：有美さん

河
か わ の

野　桜
さくら

ちゃん
（ひばりが丘）

元気に生まれてきてくれてありがとう
隼人お兄ちゃんといっぱい遊ぼうね
父：久さん・母：弥生さん

脇
わき

　愛
あいの す け

ノ助くん
（浜ヶ城）

元気に産まれてきてくれてありがとうね♡
３人のお兄ちゃんと仲良くね♡
父：勝義さん・母：しづかさん

乗
のりごえ

越　陸
りく
くん

（中向）
お姉ちゃんと仲良く
元気に育ってね

父：博明さん・母：ひろみさん

中
なかむ ら

村　希
き

妃
い

ちゃん
（大原南）

たくさんの人に愛される子に
なってね♡

父：裕一さん・母：里奈さん

丸
ま る た

田　煌
こうだい

大くん
（小薗）

生まれてきてくれてありがとう♡
大きくなぁれ

父：啓介さん・母：郁美さん


