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いちき串木野市の［発見！・新情報 !!］をお届けします
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贈る人の想い五月のぼりに
　よく晴れた２月末、亀﨑染工さんの工場では、端午の節句に
飾る五月のぼりの制作が佳境となり、色鮮やかに染め上げたの
ぼりを乾かすために外に並びます。この五月のぼり、近年は祖
父母から孫へ贈ることが多いとのことです。５代目の亀﨑昌大
さんは、「自分はお祝いのお手伝いをするだけ。贈る方も贈られ
た方もよかったと言ってもらえるように丹精込めて作ってい
る」と、祝物を作る職人の立ち位置を意識しています。
　今年は130本を納める予定。節句の日に笑顔が広がることを
願い、亀﨑さんの作業は続きます。

今月の表紙



自然の猛威に大き
な被害
　８月下旬に襲来し
た台風15号は、甚大
な被害をもたらしま
した。特に農業では
葉や木々が傷つき、

来年度まで影響が残りそうだということです。
１月下旬には５年ぶりの大雪に見舞われ、市街
地でも10㎝の積雪が見られ、生活などに影響が
ありました。自然の猛威を改めて見せつけられ
た年度になりました。

戦後70年
　8月15日、戦後70年を迎え戦争当時を知る人
が減っていく中、後世に戦争の悲惨さを伝えよ
うと、戦没者追悼式で初めて戦争の哀しい体験
記を吉尾藤逸さんが講演。不戦の誓いを新たに
しました。
　また、「戦争を伝
える会」や「平江さ
わやか会」が戦争体
験を後世に伝える
活動を学校などで
始めました。

イベントに新しい風
　「くしっのん盛り上げ
隊」が昨年５月に開催し
た傘酔夜市は、商店街
の空間演出も目的とし
たイベントです。電球
に照らされたパラソル
のもと小洒落たお店が
並びました。
　他にも、醤油メーカー
の吉村醸造㈱が年４回

開催している「直売市」は、芸術家や工芸作家も
出店し、毎回市外から若者や女性が多く訪れる
人気のイベントに育ってきています。

子ども達の活躍光る
　野球 U-12日本代表に選ばれたり、陸上九州
大会で２連覇した中学生、空手や水泳、野球な
どで素晴らしい成績を収めた小学生など、子ど
も達の活躍が多く見られました。
　市来農芸高校の「かわなべ青の俳句」５年連続
学校賞の受賞や、神村学園高等部女子サッカー
部の復活を強く印
象付けた全国大会
準優勝など、高校
生の活躍も文武両
方で見られまし
た。

市制施行10周年
　いちき串木野市が誕生し10年の節目を迎えた
年でした。合併した日と同じ10月11日は記念
行事を開催し、市
民憲章や市民歌を
発表したほか、年
度を通して様々な
大会や行事を「市
制施行10周年記
念」として盛大に
開催しました。

「文化の薫るまち」が一歩前進
　10月に国民文
化祭・かごしま
2015が開催され、
「食の祭典」や「金
山の歴史」など３
つの事業が開催さ
れ、市の歴史や文
化を見直す良い機
会となりました。

　商店街では映画が上映されたり、七夕踊り
フォトコンテストに加え、市のフォトコンテス
トも開催されるなど、新たな文化活動への取組
みが見られた年度でもありました。

台風15号で串木野小学校イチョ
ウの木も倒れた

戦没者追悼式 記念式典

市来農芸高校

国文祭
薩摩藩英国留学生フェスティバル

傘酔夜市
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平成27年度のわがまち　いちき串木野市
3月は別れの季節。今年度ともお別れです。今年度いちき串木野市でも様々なことがありました。

そんな中から印象に残った出来事を振り返ってみましょう。



4月

5日 第58回串木野浜競馬大会

10日 串木野市漁協直営店「海鮮まぐろ家」オープ
ン

17日 薩摩藩英国留学生記念館「150年目の宴」
19日 黎明祭
25日 第24回まぐろフェスティバル（～26日）

5月

16日 第35回愛のカーネーション献血
21日 ㈱アールエフ　湊町に立地協定
23日 荒川ほたるでナイト（～24日）
24日 第8回いちきウオーキング大会
30日 第６回いちき串木野まちなか市「傘酔夜市」
31日 第17回どろめんこ大会

6月
「薩摩藩英国留学生記念缶」発売

20日 第2回なつかシネマ

7月

1日 プレミアム付商品券発売
6日 市制報告会 ( ～8/5）

18日 第45回串木野さのさ祭り（～19日）

18日 薩摩藩英国留学生記念館1周年記念イベント
（～20日）

19日 薩摩スチューデント派遣事業（県事業イギリ
ス派遣）（～29日）

24日 串木野中学校　今村凜太郎君　野球 U-12日
本代表に

29日 薩摩スチューデント中高校生国内派遣事業
（市事業）（～8月1日）

8月

1日
サマーフェスタ in 市来
市来湊祇園祭

8日 冠岳せせらぎフェスタ
9日 七夕踊

10日 串木野中学校　山﨑千聖さん　第37回九州
中学校陸上記録大会100m で2連覇

15日 戦没者追悼式（戦後70年）

18日 串木野黒潮小学部第6回全国小学生硬式野球
交流大会3位（～20日）

22日
照島小学校　木場ももこさん　極真会館
2015全日本少年空手道選手権大会３位入賞
青少年のための科学の祭典

23日
羽島南方神社太鼓踊
川上踊

24日
台風15号（～25日）住宅被害1500戸以上、
農作物や農業施設被害2億円、停電17900
戸

25日 旭小学校無事故8000日達成

30日 第13回マリンビーチフェスタ2015in いち
き串木野
市来小学校　西小野皓大君　背泳ぎ2種目で
全国大会優勝、2020年東京オリンピック育
成エリート合宿に派遣

9月

6日 第12回アートフェスタ in いちき串木野
12日 小中学校で土曜授業始まる
23日 虫追踊

25日 農村地域保全の事務を一本化する広域協定
を28地区が協定。県内初の取組

26日 第3回なつかシネマ

10月

「人口ビジョン」2060年に24145人を目標
に、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」平成
31年度まで5年間の取組を策定

1日 国勢調査
9日 英語暗唱・スピーチ大会

11日 市制施行10周年記念式典　市民憲章・市民
表彰・市民歌・市民音頭発表

18日 第10回市民体育大会

25日
冠岳地区で総合防災訓練
いちき串木野検定
市来猶興舎武者行列参拝

29日 かごしま農林組合など3社と災害応急対策協定
31日 第30回国民文化祭・かごしま2015（～11/15）

11月

1日 市文化祭

7日 ～地かえて祭り～・鹿児島うんまかもんフェ
スティバル2015（～8日）

8日 神村学園高等部　加藤有紀さん　ストリー
トダンス世界大会で優勝

23日 かんむりだけ山市
29日 地区対抗駅伝競走大会

12月

6日
いちき串木野市ふれあいフェスタ
第12回田園荒川ず’カップゴルフ大会
学童親善ドッジボール大会

13日 第18回れいめいウオーク羽島・土川大会
14日 郵便局との災害時協定
20日 原子力防災訓練
26日 海瀬橋開通
30日 北海道日本ハムファイターズ飯山選手野球教室

1月

3日 成人式

10日
出初式
神村学園高等部女子サッカー部第24回全日
本高等学校女子サッカー選手権大会準優勝

13日 市フォトコンテスト入賞作品発表
17日 第18回元気な街づくりウオーキング大会

24日 5年ぶりに大雪に見舞われる ( ～26日）
農作物被害1,115万円 漏水640戸以上

29日
鹿児島相互信用金庫、民生委員児童委員協
議会と「地域における見守り活動に関する協
力協定」を締結

31日 いちき串木野ポンカン祭り

2月
7日 生涯学習大会

20日 いちき串木野かるた大会

3月

6日 第20回徐福ロマンロードウオーキング大会
ガウンガウン祭り

13日 太郎太郎祭り
20日 薩摩街道ウオーキング大会
27日 第14回さくら祭り
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平成27年度年表
（主なものを掲載）



　JR 市来駅のバリアフリー化工事が進行中です。
　今まで下り線ホームへは跨線橋を利用していま
したが、線路を横断する踏切のある平面通路が設け
られ、跨線橋は撤去されました。階段の上り下り
をする必要がなくなったので、高齢者やベビーカー
を利用する方には特に喜ばれています。
　工事は３月中にはすべて終わる予定です。
市来駅バリアフリー化工事
・多目的トイレの設置
・ホームへのスロープ、手すりの設置
・下り線ホームへ線路横断方式による通路の設置
・電車乗降時の段差解消のためホームをかさ上げ
・既存の跨線橋の撤去　など

　３月１日、卒業式を迎えた串木野高校で、卒業
後国公立大学に進学する３名の生徒に、入学金相
当額の目録を市長からそれぞれ手渡しました。
　大学では「串高生であったことを誇りに頑張って
いきたい」と話した３名の生徒。今、串木野高校か
ら大きく羽ばたいていきます。

串木野高校の改革を市が後押し
　生徒が減少し募集停止の危機にあった串木野高
校では、内部特進コースを２年前に設立し、授業
時間を増やすなど国公立大学進学を目指す指導改
革を進めています。市はその動きに呼応して平成
26年に入学や通学、模擬試験などに係る費用の経
済的支援を始めました。
　内部特進コースの創設に伴い、今回進学する３名
の生徒のように進学を希望する生徒が出てきたり、
家庭の事情で進学をあきらめていた生徒が補助金
を知り、進学を志すようになるなど、生徒の心境
の変化が見られるようになってきたそうです。
　また、「中学校の先生や地域の見る目も変わって
きた」と、今和泉校長先生は学校の指導改革や市の
支援策に一定の成果が出てきていると話しました。
　今後も市は学校と連携し、「地域の生徒を地域で
育てる」ため支援を続けていきます。

水産商工課（☎33-5638）

教育委員会総務課（☎21-5126）

市政ニュース

跨線橋がなくなり

2月29日から平面

通路になりました

国公立大学へ進学を喜ぶ3名（左２番目より）
上夷智弓さん（東京学芸大学）・鴨川敏哉さん（鹿児島県立短期大
学）・竹中未矩さん（鹿児島県立短期大学）
一番右は串高の指導改革を進めた今和泉校長
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市来駅が利用しやすくなりました

未来の灯り　串木野高校卒業生に
国公立大学入学金贈る



　平成27年に県内自治体が発行した広報紙を対象
にしたコンクールで、本市広報紙が２部門で入選
を受賞しました。
　広報紙の部は初の入選。不登校の子ども達の学
校への復帰を支援する教育支援センターの取り組
みを取材した記事が評価されました。写真は組写
真の部で入選。昨年１枚写真の部の特選に引き続
き２年連続の入賞です。
　今後も市民の皆様にわかりやすく読んでもらえ
る広報紙作りに努力してまいります。
入選　【組み写真の部】　平成27年９月号
　　祭りの記憶

入選　【広報紙の部】　平成27年２月号特集
　　僕は君の力を信じている
　　～教育支援センターからのメッセージ～�

　４月24日（日）照島海岸で、「串木野浜競馬大会」が開催されます。
　昭和33年当時、まだ馬が輸送機関の主力だった頃に、地元の荷馬
車組合が花見の余興に行ったのがきっかけで始まったこの大会も、
今回でなんと59回目を迎えます。半世紀以上にわたって続けられて
きたこの一大イベントにぜひお越
しください！

第59回

■と　き 平成28年４月24日（日）9:30～（予定） ■ところ いちき串木野市照島海岸
■問合せ 観光交流課☎32-3111
■進　行 

ばふーん饅頭などの特産品が
並ぶ、地元物産展も開催！

※ ばふーん饅頭は
馬に扮した売り
子が移動販売し
ます。

9:30   10:00  11:00  12:00   13:00   14:00   15:00  15:30

予選レース   決勝レース 
開会宣言 セレモニー・催し物

地元物産展・お楽しみ抽選会 

シャトルバス運行図  （9:00～16:00 頃までピストン運行） 
西薩中核工業団地（臨時駐車場） 

  串木野浜競馬会場（照島海岸）
  ＪＲ串木野駅         

約 10 分

ウ
マ
い
よ
!!

※�当日は、会場周辺駐車場が大変混雑します。西薩中核工業団地の臨時駐車場と会場を結ぶ無料
シャトルバスが運行しますので、こちらの駐車場をご利用ください。また、JR串木野駅から会
場までの無料シャトルバスもピストン運行します。

４月24日（日）開催

政策課（☎33-5672）

審査員評
【広報紙】
・�普段の生活ではなかなか見えないテーマに切り込んでみた視点が
いい。掲載後にどんな反響があったのか、次号などで紹介してほ
しかった。

【組み写真】
・�広角からアップまでバリエーション豊かな写真をそろえ、確かな
技術がうかがえる。
・撮影のアングル、表情、ひと工夫ほしい。

市政ニュース
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鹿児島県広報コンクール２年連続入賞



　平成27年10月1日現在で実施された国勢調査の速報値（人口・世帯数）が発表されました。
　確報は、今年の秋に公表される予定で、人口等基本集計、就業状態等基本集計、世帯構造等基本集計な
ど詳細分析の結果は、集計され次第、総務省統計局から順次公表されます。

※�平成27年の数値は、「平成27年国勢調査の速報値」の人口・世帯数であり、後日公表される確定値とは異
なる場合があります。

平成27年10月1日現在
速報値 平成22年10月1日現在 増　　　減

人口（人） 29,290 31,144 −1,854
世帯数（世帯） 12,172 12,315     −143

いちき串木野市の人口

市政ニュース

政策課（☎33-5672）

国勢調査とは
　国勢調査は、統計法に基づき、我が国に住んでいるすべての人を対象とする国の最も基本的な統計
調査です。
　国勢調査から得られる統計は、国や都道府県・市区町村における各種行政施策を立案するための基
礎資料として用いられることはもとより、国民の共有財産として研究・教育活動、経済活動など幅広
い分野で利用されます。

平成27年国勢調査速報値
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国勢調査からみた いちき串木野市の人口



　２月21日、本浦地区で、約90名の地域住民が参加して、「認知症徘徊・見守りＳＯＳネットワーク模擬訓練」
を実施しました。
　この訓練は、認知症の理解を深め、認知症の人の気持ちに配慮した声かけや見守りの仕方を学ぶため開
催しています。
　当日は、「認知症サポーター養成講座」の座学を受講した後で、認知症高齢者役の６名が本浦交流センター
周辺を徘徊しているところを住民が見つけ、声をかける訓練をしました。
　訓練では、認知症の人に話しかける時は、驚かせないように、前から一人で優しく話しかけるなどのコ
ツを教わったのち、徘徊して困っている認知症役の人に、参加者は季節のあいさつなどを優しく話しかけ
ていました。
　こうした、声をかける人が地域に増えると、認知症の人との会話の中から名前や住所、困っていること
などを知ることができ、認知症の人も安心して自宅で暮らせるようになります。

困っていそうな人を見かけたら積極的に声をかけましょう
≪参加者の声≫
○相手に不安を与えないような声かけが大切だと思いました。
○知らない人だと声かけも難しいですが、勇気をもって声かけをしようと思います。
○�今回は地区で行ったが、これで終わりにせず、毎年行ったり、今後は公民館単位でも行えるといいなと
思いました。

訓練の様子

市政ニュース

地域包括支援センター（☎21-5172）

●まずは見守る
●余裕を持って対応する
●声をかける時は１人で
●後ろから声をかけない
●相手に目線を合わせて優しい口調で
●おだやかに、はっきりした滑舌で
●相手の言葉に耳を傾けてゆっくり対応する

認知症の人への対応の心得
“３つの「ない」”

７つのポイント

１．おどろかせない
２．いそがせない
３．自尊心を傷つけない
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認知症の人でも安心して暮らせるまちになるように
本浦地区で声かけ訓練



　図書館から遠い地区には、図書館に行かなくて
も次の場所で本の貸し出しや返却ができます。
　お気軽にご利用ください。

４月巡回日程 　上の「巡回場所」の表は保管してご利用くだ
さい。次号からは左の巡回日程のみのご案内
となります。
※詳しくは市立図書館へお問い合わせください。
※�１、２、３、７、８、９、15コースについては、
前日に防災無線で放送します。

コース 巡回場所 予定時刻

1コース

荒川小学校 13:10～14:00

平江公民館東 14:30～14:50

浜ヶ城旧南商店隣 15:00～15:20

塩田団地 15:30～16:30

2コース

旭小学校・旭幼稚園 13:10～14:20

薩摩金山蔵駐車場 14:30～14:50

麓（八久保公園） 15:00～15:20

酔之尾東団地 15:30～16:30

3コース

冠岳小学校 13:10～14:00

ウッドタウン 14:20～15:00

酔之尾西潟山アパート駐車場 15:20～15:40

ひばりが丘団地 15:50～16:30

4コース 羽島中学校 13:10～13:50

5コース 羽島小学校 13:10～14:00

6コース 生福小学校 13:10～14:00

7コース

川上小学校 13:00～13:45

中組集落センター 13:50～14:20

迫公民館 14:30～14:50

川南交流センター 15:00～15:20

市来駅前 15:30～16:30

コース 巡回場所 予定時刻

8コース
串木野西中学校 13:10～13:50

浜町市場通り会無料駐車場 14:00～14:20

9コース
生冠中学校� 13:10～13:50

麓公民館 14:10～14:30

10コース 荒川小学校 13:10～14:00

11コース 旭小学校　 13:10～14:00

12コース 冠岳小学校 13:10～14:00

13コース 羽島小学校 13:10～14:00

14コース 生福小学校 13:10～14:00

15コース

川上小学校 13:00～13:45

恵比須県営住宅 14:00～14:20

佐保井住宅 14:30～14:50

迫田前県営住宅 15:00～15:30

市来駅前 15:40～16:30

市政ニュース

市立図書館（☎33-5655）

コース 巡回日 コース 巡回日

1コース 5日（火）
荒川小休み ９コース 14日（木）

生冠中休み

2コース 6日（水）
旭小休み 10コース 19日（火）

3コース 7日（木）
冠岳小休み 11コース 20日（水）

4コース 8日（金） 12コース 21日（木）

5コース 12日（火） 13コース 26日（火）

6コース 13日（水） 14コース 27日（水）

7コース 15日（金） 15コース 28日（木）

8コース 18日（月）
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移動図書館車「ゆめはこぶくん」が
市内を巡回します！



　本市では、青少年の健全育成を図ることを目的に、青少年健全育成市民会議と
地域教育振興協議会を設置しています。それぞれの会議は、学校関係者、まちづ
くり協議会、民生委員、PTA、各種社会教育団体の代表者、行政関係者などの委員
で構成され、それぞれ年に２回、次の４つの柱を中心に、青少年健全育成の推進
等について話し合っています。

　上記のことを踏まえ、２月に開催した青少年健全育成市民会議・地域教育振興協議会では以下のような
意見が出され、今後も青少年健全育成の推進に努めることとしました。
　地域のみんなで取り組みましょう。

子どもたちが心豊かに育つように、市民総ぐるみの「あいさつ運動」に取り組みましょう。

市政ニュース

社会教育課（☎21-5128）

 青少年健全育成４つの柱　�（青少年健全育成市民会議の重点目標）

１　大人が変われば子どもも変わる「みんながアドバイザー」運動の推進

２　市民総ぐるみの「あいさつ運動」の展開

３　毎月第３土曜日を中心とした青少年の地域活動やボランティア活動の推進

４　非行・被害防止対策、社会環境浄化活動の徹底

● 大人から子どもたちへあいさつをする必要がある。子どもたちは大人の背中
（姿）を見ているので、まずは大人が変わらなければならない。

● 子どもたちの LINE や Facebook 等の利用が増えてきている。正しい使い方の
指導に取り組みたい。

● 21時以降ノーメディア運動を推進する。
● 読書は子どもの豊かな心を育てるものである。今後は読書活動を推進すること

で、青少年健全育成につなげたい。

　子どもたちへのちょっとしたあいさつや声かけは、大人と子

どもの心のふれあいの第一歩です。特に、「○○さん、おはよう

ございます！」のように名前や一言添えたあいさつをすると、よ

り親しみをもってくれます。

大人が変われば、子どもも変わる「みんながアドバイザー」運動

市民総ぐるみの「あいさつ運動」
子どもたちに積極的に、あいさつ・声かけをしましょう。

9

地域の青少年は地域で育てましょう
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ふるさとを愛し  夢と志をもち  心豊かでたくましい人づくり

生涯学習講座のご案内
社会教育課（☎21-5128）

春は何かを始めるにはいい季節です。
学びをとおして仲間をつくり、自分を磨きましょう！
お気軽にご参加ください。お待ちしています。

①笑いヨガ＆
　　　音楽療法

⑥親子英会話教室

笑って元気！
笑いとヨガと歌を楽しみ
健康づくりにつなげます。
定員25名　場所 : 中央公民館
第４金曜　10:00〜11:30　5回コース（前期・後期2回）

子どもと一緒にゲームや歌に
合わせて英語に親しみます。
定員10組（年中〜年長さん
の子どもとその家族）
場所 : 市来保健センター
月１回　日曜10:30〜11:30
10回コース

②フットセラピー教室 ⑦カラーセラピー講座
足裏つぼ刺激療法を中心にそ
の時期の健康づくりを学びま
す。
定員15名　場所 : 中央公民館
第４火曜　10:00〜11:30
10回コース

色のしくみを知り、服飾やイ
ンテリアなどに生かします。
心の癒しにも役立てます。
定員15名　場所 : 中央公民館
第２木曜　19 :00〜20:30
10回コース

③ふるさと探訪 ⑧庭木剪定教室
郷土史についての屋内学習と、
バスで市内の史跡を巡る野外研
修です。
定員25名　
場所 : 中央公民館　第１金曜　
9:30〜11:30　10回コース

基礎知識を学び、庭木や果樹
の剪定の技能を修得します。
定員15名　
場所 : 市来地域公民館
第３木曜　9:00〜11:00
10回コース

④食のまち栄養教室 ⑨木工教室
「食のまち」として郷土料理・季
節の料理・ヘルシー料理など食
について学びます。
定員20名　
場所 : 中央公民館
第３水曜　9:30〜11:30
10回コース

木工ろくろでの盆・皿・湯
のみ等の製作を中心に木材
加工を学びます。
定員15名　
場所 : 愛林工房
第２・４水曜　9:00〜11:00　10回コース

⑤歌とベルチャイムの集い ⑩切り絵教室
なつかしい歌などを楽しく
歌い、ベルチャイムを楽し
みます。
定員25名　
場所 : 照島交流センター
第１月曜　10:00〜11:30　10回コース

アートナイフで模様を切っ
て作る切り絵の作品作りに
挑戦します。
定員15名　
場所 : 中央公民館
第３火曜　19:30〜21:00　10回コース



※�定員を大幅に割り込む場合は開設しない場合があり
ます。
※材料代や教材は自己負担です。
※�予定日や時間は、会場や祝日等の関係で変更になる
こともあります。
※短期講座は４月以降の「おしらせ版」で募集します。

●申込み
①�このページの申込書を切り取り、社会教育課・中央公民館・いちきアクアホールへ４月８日（金）までに提出
してください。
　※ファックス（36-5044）または市ホームページからも申し込めます。
②受講者の決定は後日申込者全員へ連絡します。定員を超えた場合は初心者を優先または抽選で決めます。
③�開講式を５月13日（金）に行い、講座ごとにテーマや年間の運営を話し合う予定です。詳しくは、受講決定通
知の際、お知らせします。

誰でも参加できる“高齢大学” （高齢者元気度アップポイント事業対象）
◎開講は５月から来年3月までの11回です。
◎60歳前半の方も参加しています。
◎予定日が土・日・祝日の場合は変更になります。
◎�学習内容は生きがいづくりや健康づくり、一般教養
などで、１時間程度です。
◎昨年度の学習内容（年度により異なります）
　・体操教室�・交通安全教室・歌を楽しむ
　・高齢者としての生き方�・温泉講座
　・ふるさとの歴史・行政書士のお話など

●高齢大学の申込
　�　初めて高齢大学に申し込む方は、各高齢大学の学
級長か社会教育課へ申し込んでください。

●問合せ　�いちき串木野市社会教育課　　　　　　　
☎21-5128

高齢大学名 開講場所 開講予定日
冠岳高齢大学 冠岳交流センター 毎月５日　前後

生福高齢大学 生福交流センター 毎月10日　〃

上名高齢大学 上名交流センター 毎月18日　〃

中央高齢大学 市民文化センター 毎月25日　〃

照島高齢大学 照島交流センター 毎月30日　〃

旭　高齢大学 旭　交流センター 毎月12日　〃

荒川高齢大学 荒川交流センター 毎月３日　 〃

羽島高齢大学 羽島交流センター 毎月17日　〃

土川高齢大学 土川交流センター 隔月17日　〃

湊・川南ときわ大学 市来地域公民館 毎月24日　〃

川北ときわ大学 川北交流センター 毎月15日　〃

川上ときわ大学 川上小学校多目的ホール 毎月22日　〃

※�複数の講座を申し込む方で最優先する講座があれば、その講座番号を一つだけ○で囲んでください。
　ただし、定員の関係で必ず受講できるとは限りません。

（フリガナ）
氏　　　名 住　所　（〒　　　　　　　　）　　　　 公民館名

（　　　　　　　　　　　　　　　）
いちき串木野市　　　　　　　　　　　

講座番号 受講希望講座名・高齢大学 等 これまでの受講回数 年　　齢 電　　話

今後、開設を希望する講座があれば、次に記入してください。

平成28年度　生涯学習講座・高齢大学申込書　申込期限　４月８日（金）

（切り取り線）
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⑪エッセー教室
日々の暮らしや思いを自分らし
い視点で文章にします。
定員15名　
場所 : 中央公民館
第１・３水曜　13:30〜15:00
10回コース



市　社　会　体　育　関　連　※総合体育館は別掲　※紙面の都合で掲載していない行事等もあります。

月 日 曜 大　　会　　（ 行　　事 ）　　名 会 場 月 日 曜 大　　会　　（ 行　　事 ）　　名 会 場

4

3 日 第30回串木野テニスダブルス大会 市庭球場
9

25 日
第64回串木野弓道大会 串木野弓道場

10 日 第19回さくら祭りねんりんピック弓道大会 市来弓道場 第9回 B&G 杯パークゴルフ大会 ＰＧ場
11 月 市ゲートボール春季大会 秀栄ドーム 28 水 すこやかおせんしのスポーツ大会 多Ｇ
17 日 串木野ロータリー杯グランドゴルフ大会 多Ｇ
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9 日 第11回市民体育大会 多Ｇ
24 日 市新人ソフトボール大会 市来運動場 10 月 日置地区選抜大会（ソフトボール） 市来運動場

5

8 日

第29回 B ＆ G 杯女性ミニバレーボール大会 B ＆ G・串体セ 12 水 第12回小学校陸上記録会 多Ｇ
第40回市内ソフトテニス大会 市庭球場 14 金 県交流日置地区グラウンドゴルフ大会 多Ｇ
第33回照島地区グラウンドゴルフ大会 長ソ場 16 日 第29回秋季九州南部地区連盟大会（23日・30日） 多Ｇ・市来運動場
第33回市春季親善交流グラウンドゴルフ大会 多Ｇ 22 土 第39回 B&G 杯少年剣道錬成大会 B ＆ G

15 日
第12回中央地区グラウンドゴルフ大会 多Ｇ

23 日
第21回混成バレーボール大会 市来体育館

第17回生福地区グラウンドゴルフ大会 多Ｇ 第8回照島地区パークゴルフ大会 ＰＧ場
第42回市バスケットボール選手権大会 串中体育館 身体障害者運動会 串体セ

17 火 第47回公民館対抗ベストメンバーバレーボール大会（～21日） 市来体育館 26 水 第34回市秋季親善交流グラウンドゴルフ大会 多Ｇ
19 木 すこやかおせんしのグラウンドゴルフ大会 多Ｇ 30 日 第4回中央地区混成ミニバレーボール大会 B ＆ G

22 日
南日本カップ社会人サッカーリーグ 多Ｇ
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3 木 第6回汐見旗争奪ソフトボール大会 多Ｇ
第9回いちきウオーキング大会 市来地域 5 土 第29回硬式野球中学１年生大会（～6日） 多Ｇ・市来運動場

25 水 第4回日置地区レディースグラウンドゴルフ大会 多Ｇ

6 日

第21回 B&G 杯少年柔道錬成大会 B ＆ G
28 土 第11回市陸上選手権大会 多Ｇ 第35回照島地区グラウンドゴルフ大会 長ソ場
29 日 第71回春季職域ソフトボール大会 多Ｇ 第29回硬式野球中学１年生大会（～8日） 多Ｇ・市来運動場
下旬 第26回さのさゲートボール鹿児島県大会 多Ｇ 第29回日置地区争奪大会（ママさんバレーボール） 市来体育館

6

4 土 第17回市合気道演武会 串中武道館
13 日

第25回硬式少年野球焼肉なべしま杯大会（20日・23日） 多Ｇ
5 日 第29回夏季九州選手権南部連盟予選大会（12日・19日） 多Ｇ 市スポーツ少年団本部旗ソフトボール大会 市来運動場
15 水 第39回市ゲートボール選手権大会 秀栄ドーム 第9回さのさ銃剣道大会 市来武道館
19 日 第32回市空手道大会 串体セ 15 火 市ゲートボール協会秋季大会 秀栄ドーム
26 日 第11回市長旗争奪軟式野球大会 多Ｇ

20 日
第50回北薩地区空手道選手権大会 串体セ

7

10 日
B&G チャレンジレスキュー2016 市民プール 第42回シーサイドソフトテニス大会 市庭球場
第36回日置地区親睦大会（ママさんバレーボール） 市来体育館

27 日
第11回市地区対抗駅伝競走大会 新港周辺

16 土
プール開き 長﨑鼻プ・市プ 市スポーツ少年団秋季ソフトボール大会 多Ｇ
高専バスケットボール九州地区大会（～17日） 串体セ 第13回浜野食品杯さのさ旗争奪小学生バレーボール大会 市来体育館

22 金 第36回生福地区ナイターソフトボール大会（～24日） 多Ｇ
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4 日
第29回 B&G 杯公民館対抗ミニバレーボール大会 B ＆ G・串体セ

23 土 B&G 海洋スポーツ教室 B ＆ G・艇庫 第36回秋季職域ソフトボール大会 多Ｇ・市来運動場
27 水 B&G 水辺の安全教室 長崎鼻プール 11 日 第19回れいめいウオーク羽島・土川大会 羽島地区

31 日
第44回県小学生相撲選手権大会 相撲競技場 14 水 市ゲートボール打ち納め大会 秀栄ドーム
第11回市水泳選手権大会 串西中プ 18 日 第11回市ロードレース大会 新港周辺
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5 金 市比野温泉杯サッカー少年大会（～７日） 多Ｇ 24 土 第4回ミトン杯（小学生サッカー大会）（～25日） 多Ｇ
7 日 第64回照島地区小中学生球技大会 串体セ他 27 火 第5回南九州ソフトテニス大会 市庭球場
20 土 第29回全九州鹿児島硬式野球大会 多Ｇ・市来運動場

1

7 土 第5回新春ソフトテニス打ち初め大会 市庭球場
21 日 上名地区グラウンドゴルフ大会 多Ｇ 12 木 市ゲートボール打ち初め大会 秀栄ドーム
22 月 第32回市長旗争奪ナイターソフトボール大会（～31日） 多Ｇ 15 日 第19回元気な街づくりウオーキング大会 野平・荒川
25 木 第20回「海の日」B&G マリンスポーツ大会 B ＆ G・艇庫

22 日
第36回西薩地区中学校バレーボール大会 市来体・串中体他

28 日 第24回若鷲旗争奪ソフトボール大会 多Ｇ 第22回市サッカー選手権大会（2月9日） 多Ｇ

9

4 日

第16回ソフトミニバレーボール総合選手権大会 串体セ・市来体

2

5 日
第12回さわやかボウリング大会 串木野 GB

第34回照島地区グラウンドゴルフ大会 長ソ場 第10回いちき串木野市柔道大会 B ＆ G
第11回市剣道選手権大会 串小体育館

12 日
日置地区送別ソフトボール大会 多Ｇ

第10回会長旗争奪軟式野球大会 多Ｇ 第64回県下一周市郡対抗駅伝競走大会（本市通過） 国道3号線
10 土 第9回いちき串木野市長杯パークゴルフ大会 ＰＧ場

19 日
第30回市内家庭婦人バレーボール大会 市来体育館

11 日 第2回海童旗争奪ソフトボール大会 多Ｇ・市来運動場 第30回硬式少年野球春季九州選手権南部連盟予選大会（3月25日・26日） 多Ｇ・市来運動場
17 土 第2回市長杯争奪公民館対抗グラウンドゴルフ大会 多Ｇ 26 日 市内ソフトボール少年団送別大会 多Ｇ・市来運動場

18 日
第4回中央地区パークゴルフ大会 ＰＧ場

3
4 土 第32回串木野さのさ杯サッカー大会（～5日） 多Ｇ

第29回フレッシュリーグ・ジュニア大会（～19日） 多Ｇ 5 日 第21回徐福ロマンロードウオーキング大会 冠岳・生福
20 火 第37回公民館対抗壮年バレーボール大会（～24日） 市来体育館 19 日 第31回木場彦杯家庭婦人バレーボール大会 市来体育館
22 木 第33回宮之原杯中学校新人ソフトテニス大会 市庭球場

平成28年度 スポーツカレンダー
〜人が輝き　文化の薫る　世界に拓かれたまち〜
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総　合　体　育　館　行　事　予　定
月 日 曜 大　　会　　（ 行　　事 ）　　名

4
2 土 南九州四県対抗バスケットボール県予選
23 土 全九州バレーボール総合選手権選考会
24 日 第13回串木野太極拳連盟上海俱楽部発表会

5
15 日 第34回生福地区バレーボール大会
21 土 県中学校春季卓球大会（～22日）

6

4 土 国体九州ブロック大会卓球競技選手選考会（～5日）
8 水 地区中体連バスケットボール競技（～9日）
12 日 第46回市内卓球大会
18 土 少林寺拳法インターハイ九州大会（～19日）
25 土 全日本小学生バレーボール大会県予選大会（～26日）

7

3 日 県民体育大会選考会（10日）
16 土 高専バスケットボール九州地区大会（～17日）
23 土 県高校1年生バスケ大会（～24日）
30 土 県小学生バレーボール大会夏季大会（～31日）

8
20 土 県中学校1年生バスケットボール大会（～21日）
27 土 MBC 杯ミニバスケットボール県大会

9

4 日 県9人制総合兼全日本県予選（バレーボール）
18 日 県民体育大会剣道競技
22 木 県総合バスケットボール選手権大会（10月1日・2日）
24 土 マストカップバスケットボール大会（～25日）
29 木 日置地区高等学校秋季バトミントン大会（～30日）

10
12 水 日置地区中体連（バスケットボール競技）（～13日）
23 日 第2回日置地区いそじ・ことぶき大会（ママさんバレーボール）
30 日 日本三Ｂ体操創立45周年記念大会　鹿児島支部大会
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1 火 第68回全日本高等学校選手権大会県予選（バレーボール）
5 土 串木野カップ中学校バスケットボール大会（～6日）
13 日 第53回市内バドミントン大会
20 日 県小学生バレーボール大会男女優勝大会
27 日 第13回浜野食品杯さのさ旗争奪小学生バレーボール大会

12
4 日 第18回串木野ライオンズクラブ学童親善ドッジボール大会
11 日 鹿児島県中学校新人剣道大会

1

15 日 県ミニバスケットボール大会
21 土 さざなみ杯争奪バレーボール大会
22 日 第36回西薩地区中学校バレーボール大会
28 土 県中学校卓球全国大会予選新人戦（～29日）

2
10 金 久光製薬杯全九州選抜バレーボール大会（～12日）
25 土 県小学生バレーボール送別大会（～26日）

3
4 土 県小学生バレーボール新人戦（～5日）
18 土 県ミニバスケットボール大会　（～19日）

総合体育館の予約（一般利用）について
【予約受付期間】

（市内者） 
　利用月の２か月前から申込可。

（市外者） 
　利用月の１か月前から申込可。 
　（利用日競合の場合は利用者間で協議）

　※ お電話による予約は仮予約です。必ず申請書を総合体育館
に提出してください。

　※ トレーニングルーム・ランニングロードは予約無しでご利
用できます。

　※休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）
主な社会体育施設

◆総合体育館（バレーボール４面、バスケットボール３面）
◆庭球場（コート８面、内４面夜間照明施設）
◆旭運動広場
◇多目的グラウンド（400ｍトラック、野球２面、

　ソフトボール４面、夜間照明施設４面）
◇市来運動場（野球１面、ソフトボール２面）
◇市来体育館（バレーボール３面

　バスケットボール２面、バドミントン９面）
◇市来武道館（剣道１面、柔道１面）
◇市民プール
◇Ｂ＆Ｇ海洋センター
　体育館（バレーボール２面、

　バスケットボール1面、バドミントン４面）
　武道館（剣道１面、柔道１面）、プール、艇庫
◇川上運動広場（ソフトボール１面、夜間照明施設１面）
◇串木野弓道場（５人立）、市来弓道場（６人立）
◇串木野体育センター（バレーボール２面、

　バスケットボール１面、バドミントン４面）
◇長崎鼻公園ソフトボール場
　（ソフトボール１面、夜間照明施設１面）
◇相撲競技場
◇いちき串木野パークゴルフ場（３６ホール）
○ ニュースポーツの貸し出しについては、総合体育館・串木

野体育センター・市来体育館にお気軽にお問い合わせくだ
さい。

　 ただし、数量に限りがあります。借用に際しては、事前に
各施設にお問い合わせください。

市民スポーツ課とスポーツ推進委員は、皆さまのスポーツやレクリエーションを通した
健康つくり・仲間つくりを支援・応援するため、県とともに
｢ マイライフ・マイスポーツ運動 ｣を推進しています。

◇市民スポーツ課（市来庁舎） ☎２１－５１２９ 　◇市来体育館・武道館  ☎３６－２８８１
◇総合体育館、庭球場  ☎３２－８５８８ 　◇Ｂ＆Ｇ海洋センター  ☎３２－８９９４ 
◇多目的グラウンド・市来運動場 ☎３３－２７８８ 　◇いちき串木野パークゴルフ場 ☎３２－８１１８ 
◇串木野体育センター  ☎３２－１８９９ 　※スポーツ情報及び社会体育施設の利用は上記まで！
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　連日、新聞やテレビ等マスコミを賑わしているふるさと納
税。本市においても、今年度、２月末現在で、約１万８千件、約
３億５千万円の寄附をお寄せいただきました。
　ふるさと納税と聞くと、寄附金額や返礼品ばかりに目が行きが

ちですが、寄附者の中には、「地方が元気になってほしい」、「豊かな自然を守ってほしい」など色々な想い
を込めて寄附をされてる方も多くいます。
　今回は、寄附者から寄せられた応援メッセージを一部ご紹介します。

　ふるさと納税につきましては、市のホームページで詳しく紹介しています。
　市外にお住いの親戚やお知り合いの方がいらっしゃいましたら、本市のふるさと納税
をご紹介ください。

いちき串木野市は義母の出身地です。中学卒業後、就職列車に乗ってふるさとを離れたと聞きました。この返礼品を食べて、少しでもふるさとを思い出すことができたらと思い、いちき串木野市を選びました。

母の故郷がいちき串木野市羽島です。以前、子どもを連れて行った際ただ歩いていただけで、「かわいい子をみせてもらった」とたくさんの方に話しかけられ、温かい気持ちになりました。鹿児島・いちき串木野には他では味わえないおいしいものがたくさんあります。海、森、目の前で見える魚。発展より先祖が愛した風景をそのまま大切にしてほしいです。

私の子どもも幼少期は鹿児島で
過ごし、祖母をはじめ地域の方
にたくさんの愛情をいただきま
した。漁港のおいしい魚もたく
さん食べました。私や子どもの
故郷です。

活き活きとした街になっていくのを期
待して選ばせていただきました。

いちき串木野市

の農業、漁業を

支援します。

鹿児島にはいつか行きたいと思って

います。特産品でいちき串木野市の

空気に触れられる気がします。

20年前、一緒に仕事した仲間がいちき串木野

市出身でした。 いいところだとよく言ってい

ました。 良さを失わないように頑張ってくだ

さい。

以前旅行で訪問したとき、地域
の温かさと食材の豊かさに感動
しました。こうして寄附するこ
とができ、再度ご縁が出来まし
た。がんばれいちき串木野市！
是非また旅行に行きます。

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）

第22回 ふるさと納税寄附者からの応援メッセージ
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健 康 な ま ち づ く りシリーズ

 ゲートキーパーとは？

 ゲートキーパーになるには？

　自殺の兆候を示すサインに気づき、適切な対応ができる人のことで、言わば「命の門番」とも位置付
けられる人のことです。１人でも多くの方に、ゲートキーパーとしての意識を持っていただき、それ
ぞれの立場で、できることから進んで行動を起こしていくことが自殺予防につながります。

　特別な資格は不要です。その役割は『気づき・傾聴』『つなぎ』『みまもり』です。

　気づき・傾聴　	 周りの人の悩みに気づき、耳を傾ける
・�家族や仲間の変化に敏感になり、心の悩みを抱えている人が発する周りへのサインになるべく早く
気づきましょう。
・��「手を差し伸べ、話を聞くこと」は絶望感を減らすための重要なステップです。時間をかけて、でき
る限り傾聴しましょう。
・�話題をそらしたり、訴えや気持ちを否定したり、表面的な励ましをしたりすることは逆効果です。
相手の気持ちを尊重し、共感しましょう。

　　	つなぎ　　	 早めに専門家に相談するよう促す
・�心の病気の兆候があれば、本人の置かれている状況や気持ちを理解してくれる家族、友人、上司といっ
たキーパーソンの協力を求めましょう。
・�治療の第一歩は、相談機関、医療機関の専門家への相談から始まります。キーパーソンと連携して、
専門家への相談につなげましょう。

　　	見守り　　	 温かく寄り添いながら、じっくりと見守る
・�身体や心の健康状態について自然な雰囲気で声をかけて、あせらずに優しく寄り添いながら見守り
ましょう。
・自然に応対するとともに、家庭や職場での体や心の負担が減るように配慮しましょう。　
・必要に応じ、家族と連携をとり、主治医に情報を提供しましょう。

大切な人の悩みに気付く・支える
〜あなたもゲートキーパーに！〜

　「食事量が減った」、「普段より疲れた顔をしている」、「ため息が目立つ」、「口数が減った」
など、家族や仲間など身近な人が「いつもと違う」様子ということはありませんか？一人で大
きな悩みを抱えると精神的に追い詰められ、最悪の場合は自ら命を絶ってしまうこともありま
す。
　ここ数年、自殺者数は減少しているものの、若い世代の自殺者数は従来より高い水準に
あります。また、５人に１人の割合で「本気で自殺を考えた」経験があるなど、決して自殺は
他人ごとではありません。
　大切な人の命を守るために、「いつもと違う」様子に気づいたら、勇気を出して声をかけて
みませんか？

串木野健康増進センター（☎33-3450）
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●�つきまとい・待ち伏せ・家への押しかけ
●交際、復縁を求められる
●乱暴な言動や騒音などで脅かされる
●�無言電話や中傷する手紙が届く・イン
ターネットへ投稿される
●汚物などを送りつけられる

ストーカー規制法
ストーカー行為の初期段階で警告や禁止命
令などの措置が取られます。防犯指導、防
犯ブザーの貸し出しやパトロールなどが行
われます。

地域安全ニュース
−「毎月１１日は、地域安全推進の日」−

まちづくり防災課（☎33‐5631）

【 相談・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

みんなでつくろう 安全安心のまち

　平成27年12月現在の県内のストーカー被害は、前年から７割増え373
件と過去最多になりました。被害者の９割は女性です。また配偶者など
から「殴る・蹴る」などの暴力を受けるDV（ドメスティック・バイオレ
ンス）の相談件数も3,424件と６年前に比べて倍増しています。
　ストーカーやDVは生命に危機が及ぶこともある卑劣な行為です。
　被害に遭っている方は一人で悩む必要はありません。迷わず警察に相
談してください。

　特定の相手からつきまとわれるなど、ストー
カー行為に悩んでいる方は、すぐに警察署に
相談してください。あなたが不快に思うこと
を繰り返しされるとストーカー行為です。

被害防止のポイント
・ 個人情報（住所・氏名・電話番号など）が書

いてある書類は、細かく破ってから処分す
る

・ 厚手のカーテン、二重鍵、ドアスコープな
どを使用する

・防犯ブザーや防犯カメラを活用する

　ストーカー被害にあったときは内容や日時
などの記録を残しておくと右の禁止命令など
を出すとき役立ちます。

　配偶者や内縁関係者などから受ける暴力のことです。
　「殴る・蹴る」などの身体的暴力のほかに、言葉による精神的暴力、性的行為の強要、行動の制限
などもＤＶになります。
　ガマンせずに相談を――
　ＤＶは配偶者間において、暴力で相手を支配する状態で、重大な人権侵害です。
　また、家庭内暴力は子どもにも悪影響を与えます。
　ひとりで悩まず、すぐに女性相談センターや警察に相談しましょう。

鹿児島県女性相談センター　☎099-222-1467
　※�ＤＶ防止法に基づき、被害者の一時保護やカウンセリング、自立の
ための支援などを行っています。被害者は裁判所に保護命令（接近
禁止命令や退去命令等）を申し立てることができます。

ストーカー

DV（ドメスティック・バイオレンス）

こんな時は
すぐ相談を
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第1回

★薩摩藩英国留学生記念館では常時、分かりやすい館内ガイド（無料）を実施しています。
事前にご予約を賜ればスムーズにご案内できますので是非ご利用ください。

薩摩藩英国留学生記念館（☎35-1865）

後に英国へ留学生を派遣するきっかけと
なる薩英戦争の引き金となった事件

生麦事件

薩摩スチューデントと明治維新

明治維新
150周年（2018年）カウントダウン
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　２年後の平成30年（2018年）に明治維新150年を迎えます。薩摩藩はもとより、英国留学を果たした19名の
薩摩スチューデントは明治新政府でも活躍し、外交、産業、教育、軍事などあらゆる面で日本近代化に大きく
貢献しました。また、昨年、世界文化遺産に登録された集成館事業など「明治日本の産業革命遺産」において
も大きく関与しています。
　そこで、今月号からシリーズで、薩摩スチューデントの生きざまや功績、歴史的な背景などについてお伝え
していきます。

●生麦事件とは
　文久２年８月21日（1862年９月14日）、幕政改革のため江戸城入りしていた薩摩藩国父島津久光公が、目的を
果たし、京都へ戻る途中のことでした。久光の行列が、武蔵野国生麦村（現在の横浜市鶴見区生麦）付近に差し
かかったとき、乗馬で日本見物中だった英国人一行４人（リチャードソン、マーシャル、クラーク、ボロデイル）
と遭遇しました。日本の風習や言葉を知らなかった一行は、騎乗のまま久光の駕籠付近まで近づき、列を乱し
てしまいました。このことに激怒した薩摩藩士らは、無礼討ちとして４人に斬りかかりました。１人は死亡、
２人は重傷、１人は無傷でありました。
●二つの偶然
　この事件には、二つの偶然が重なっています。一つは亡くなったリチャードソンが帰国のために乗船する予
定だった船が故障で出発予定が遅れてしまい、その気晴らしに川崎大師を見物に出かけた最中だったこと。も
う一つは、薩摩藩は、この事件の直前にイギリスから購入した蒸気船（永平丸440トン）で帰藩する予定でしたが、
幕府からの横やりが入り、陸路をとらざるを得なかったという２つの偶然が重なり起きた事件だったのです。
●事件の行く末
　この事件に対してイギリス代理公使ニールは、幕府側に公式な謝罪と10万ポンドの賠償金、薩摩藩に対して
は犯人の公開処刑と、２万５千ポンドの賠償金を要求します。
　幕府は要求に応じますが、薩摩藩は事前にイギリス側に国内における礼儀等を周知させていなかった幕府側
に非がある、犯人は足軽「岡野新助（架空の人物）」となる者の仕業で行方不明であるなどと、イギリス側の要求
を拒否し続けたことから、翌年７月２日、鹿児島湾に７隻のイギリス艦隊が現れます。

（次回（４月20日号）は「薩英戦争」です。）

　生麦事件や薩英戦争に直接遭遇したイギリス人医師「ウィリアム・ウィリス」は、明治２年に西郷隆盛らの招き
により鹿児島医学校兼病院（鹿児島大学医学部の前身）の校長に就任し、鹿児島の近代医学の発展に尽力します。こぼれ話

▲生麦事件発生現場跡地（横浜市鶴見区） ▲マーシャルらが逃げ込んだアメリカ領事館
　（現在の本學寺：横浜市）

▲横浜外国人墓地の
リチャードソンのお墓（横浜市）



　昨年８月の台風で倒れるまで、串木野小学校の校
庭にあった樹齢100年を越える大イチョウが、まな
板や飲み物を置くコースターになりました。
　これは、地域の公民館と学校が話し合い、「思い出
が多いこのイチョウの木を処分するにはあまりにも
惜しい。何か記念になるものを」と検討した結果、同
校 PTA や先生たちがまな板とコースターに加工し
たものです。
　コースターは、「命の大切さや思い出を忘れないよ
うに」と、全児童に配
り、 ま な 板 は17日 に
販売され、同校の卒業
生や地域の人が買いに
訪れ、イチョウの木を
懐かしそうに思い出し
ていました。

思い出のイチョウの木　皆の手に

バドミントン普及のきっかけに
社会人バドミントン九州大会優勝

　原口小巻さんが、２月、長崎県で開催された全九州
社会人バドミントン選手権大会の30歳以上女子シング
ルスで初優勝を飾りました。
　原口さんは、高校時代にインターハイにも出場した
実力者。長年休部中だった鹿児島飛翔クラブジュニア
というバドミントンクラブを平成26年に復活させ、現
在指導者として週４日、市来中学校体育館で子ども達
を教えながら自身の練習も続けてきました。それだけ
に優勝の喜びはひとしおとのこと。ただ、原口さんに
は悩みもあるそうです。
　クラブでは、20数名の子どもが練習しに来ますが、
ほとんどは市外の子ども達で、地元いちき串木野の子
はわずかだそうです。
　原口さんは、「バドミントンは生涯スポーツ。ぜひ地
元の子ども達にもバドミントンの楽しさを知ってほし
い」とバドミントンの普及に向け頑張っています。

　２月９日、サッカー元日本代表の中田英寿さんが
主宰する「C

ク ラ フ ト
RAFT S

サ ケ
AKE W

ウ ィ ー ク ス
EEKS ＠六本木ヒルズ屋

台村」に、大和桜酒造さんが出展しました。これは日
本酒通でも知られる中田さんが全国から選んだ100
蔵のお酒を10日間日替わりで提供し、蔵元と首都圏
をつなごうと企画したものです。
　大和桜酒造の若松徹幹専務は、出店にあたり参
加する蔵元と話し合いを重ねました。日本酒がメ
インのイベントだけに「敵中突破のつもりで」と、

「SHOCHU MAKERS」の文字の入ったおそろいの
パーカーを作製し一体感を演出したり、初めて焼酎
を飲む人にもアピールできる飲み方を用意したり
と、周到な準備を重ねてイベントに臨みました。
　そして迎えた２月９日。この日は焼酎蔵10社が
会場に並ぶ焼酎デー。2000人もの人で賑わった会場
で、焼酎を飲むお客さんの反応に若松さんは「焼酎が
再評価されたのでは」と手ごたえを感じていました。

焼酎蔵の努力手ごたえあり
「ヒデ」大和桜選ぶ

左から２人目 大和桜酒造の若松さん

18



　住み慣れた家で暮らしながら医療を受け、充実し
た生活を送るためには何が必要か考えるきっかけに
してもらおうと、県医師会やいちき串木野市医師会
が、２月９日いちきアクアホールで在宅医療推進県
民セミナーを開催し、医療や福祉、行政関係者など
が講演や発表に耳を傾けました。
　講演では、看護師の渡邊理恵さんが、自身が訪問
看護で患者の最期を看取った事例を発表。「看護師は
患者にとって環境」と、家族と一緒になり患者さんの
その人らしい最期を支える訪問看護の意義を話しま
した。

住み慣れた家で治療を受けたい
〜 在宅医療推進県民セミナー 〜

　図書館本館前に、
雛人形飾りが展示し
てあります。この雛
人 形 は、 浜 ヶ 城 の
丸尾利子さんが寄贈
したものです。今で
は見ることの少なく
なった「七段飾りの
雛人形」、展示は４
月３日までです。ぜ
ひご覧ください。

世界らん展で２年連続奨励賞を受賞気分はプロカメラマン！撮影会楽しむ

「雛人形飾り」の展示

　冠岳でえびねを栽
培している河野寿和
さんが、東京ドーム
で２月に開催された

「世界らん展日本大賞
2016」の香りえびね
の部で、奨励賞を受
賞しました。昨年の
葉物の部の受賞に引
き続き２年連続の奨
励賞受賞です。
　受賞したえびねは、
何度も挑戦していた
ものの、狙った時期
に咲かせるのが難し
いえびねで、今回は

「いい状態で審査に挑
めた」と、河野さんの
喜びもひとしおの様
子でした。

　河野さんの冠嶽にある寿峰苑では、えびねの花が
４月上旬から約１か月間楽しめるということで、「ぜ
ひ多くの方に見てもらいたい」と話しています。

　２月６日、冠岳で抽選で選ばれた８名がプロモデ
ルの撮影に挑戦しました。市制施行10周年記念事
業写真コンテストの一環として市が開催したもので
す。
　撮影会では写真コンテストの審査員も務めた写真
作家の下薗詠子さんが撮影の手本を見せた後、参加
者は冠嶽神社や冠嶽園などお気に入りの場所で、そ
れぞれ１対１でモデルと向き合って撮影。プロモデ
ルの所作や美しさに感嘆する声が漏れる一方、「笑顔
を撮影したい」とか「こっちへゆっくり歩いてきて」
など、積極的にモデルに指示を出す参加者もいて、
参加者だけでなくスタッフもとても楽しい時間を過
ごすことができました。
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れいめい羽島協議会が
コミュニティづくりで表彰

いざ真剣勝負！かるたとり大会

　れいめい羽島協議会が、２月５日の県コミュニ
ティづくり推進大会で、県共生・協働型地域コミュ
ニティづくり推進優良団体表彰（地域コミュニティ
組織部門・奨励賞）を受けました。
　これは、地区内にある薩摩藩英国留学生記念館の
建設を契機として、地域を訪れる観光客等のおもて
なしなどの活動を、地域一体となって実施している
ことが評価されたものです。
　おめでとうございます。

　２月20日、いちきアクアホールで「JC 杯いちき
くしきのかるたとり大会」が開催され、市内小学生
約270人の参加がありました。
　大会は５人一組のチーム戦で、市来と串木野、そ
れぞれの自然や歴史、名物などがカルタになった

“いちきかるた”と“くしきのかるた”の札を取り合い
ます。敗れたチームの中には悔し泣きをする子もい
て、熱い戦いが繰り広げられました。
　予選を勝ち抜いた羽島小学校２年の栗山直くん
は、「決勝トーナメントもみんなの力で精一杯頑張
る」と力を込めました。
　開催した串木野青年会議所では、この大会をきっ
かけに、全国大会もある百人一首かるたとりに興味
を持ってもらえたらと、予選と決勝の間にデモンス
トレーションを実施。スピード感あふれる札の取り
合いに、多くの人だかりができていました。

　鹿児島に春をつ
げる、県下一周市
郡対抗駅伝競走大
会が、２月13日か
ら17日の５日間に
わたり開催されま
した。本市からは
吉村健人選手（鹿児
島国際大学３年）・
今田翔太選手（第一
工業大学１年）・遠
矢託人選手（鹿児島
城西高校３年）の３
名がそれぞれ３回
出走しました。
　遠矢選手は大会
２日目の郷土入り
で区間３位という
力走を見せるなど
３選手とも力走を

見せました。
　日置地区のチーム順位は昨年の総合４位から、総
合10位という残念な結果となりましたが、来年の躍
進に期待します。

　２月15日、２年後の明治維新150周年に向けて薩
摩藩英国留学生記念館を核にした観光振興や交流人
口拡大の戦略を図るため「いちき串木野市明治維新
150周年戦略委員会」が発足しました。
　今後の活動が注目されます。

来年躍進を誓う
第62回県下一周市郡対抗駅伝競走大会

「いちき串木野市明治維新150周年
戦略委員会」発足

　力走する遠矢選手
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　今年５月の伊勢志摩サミットや４年後のオリン
ピック・パラリンピック東京大会を控え、国内での
テロの発生が懸念されることを受けて、いちき串木
野警察署では、爆発物の原材料となる化学物質の不
審購入者に対応する訓練を２月24日、市内のホーム
センターで行いました。
　訓練では、化学物質を大量に購入しようとする不
審者に店員が対応し、警察に報告するまでの一連の
流れを確認しました。
　訓練に参加したニシムタ生活館串木野店副店長の
野村雄貴さんは、「警察と協力してテロ防止に取り組
んでいきたい」と気を引き締めていました。

　２月22日、最新鋭の小型動力ポンプ付積載車「く
ろせ号」が納車され、照島分団に引き渡されました。
　搭載される小型ポンプは電動で荷台から昇降し、
消防団員の負担を軽くしています。車両には８名乗
車でき、４輪駆動で悪路にも強く、火災や災害時に
威力を発揮することが期待されます。
　交付式では市長から消防団長を通じて照島分団長
に鍵が引き渡され、その後、団員は最新の消防車の
取扱説明を真剣に受けていました。

電気自動車出発式
〜薩摩藩英国留学生記念館〜

遠洋まぐろ延縄漁船出港

テロを防げ！不審者対応訓練

最新鋭消防車照島分団に

　３月９日、薩摩藩英国留学生記念館の臨時駐車場
から来館者を送迎する電気自動車の出発式を行いま
した。
　この車両「e-NV200G」は、日産自動車㈱が、電
気自動車の静粛性や給電機能を活かしたまちづくり
や行政課題の解決を提案した自治体に、３年間無償
で貸し出すもので、鹿児島県では５自治体に貸し出
されます。
　この電気自動車は最大1500ワットの電力を供給
できるため、送迎以外にもイベントや災害時等の電
源として様々なシーンに役立てることが可能となっ
ています。

　２月は遠洋まぐろ延縄漁船が３隻（第三十一共進
丸・第一共進丸・第二松榮丸）串木野漁港外港から
出港し、家族や関係者が港で見送りました。
　今年度は、操業能力や収益性の強化のため設立さ
れた串木野まぐろ㈱が新船や大規模リニューアル船
を出港させたこともあり、これまでに６隻の遠洋ま
ぐろ延縄漁船が同港から出港しています。今後、そ
うした船が帰港しますが、中には本市で水揚げの計
画もあるそうで楽しみです。
　２月18日、出港する第一共進丸を見送った福山
未希楼ちゃんは、大好きなおじいちゃんが漁労長と
いうことでしばしのお別れです。「ランドセルを買っ
てもらったり、温泉に一緒に行ったりした」と話し
てくれましたが見送る姿は少し寂しげでした。
　航海のご無事をお祈りします。
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100歳おめでとうございます

　２月20日と21日に名古屋市で開催され６万人以
上が来場した「ほっと＠九州フェア2016」に PR ブー
スを出展し、本市の観光 PR を行ないました。
　朝の連続テレビドラマ小説の五代友厚人気もあっ
て、薩摩藩英国留学生への人気の高まりを感じた２
日間でした。

名古屋でいちき串木野市をＰＲ

（　山ハルさん）

　２月11日、シーサイドガーデンさのさで、出会い
応援イベント「てぃーたいむとーく」がありました。
市の「いちき串木野出会いサポート事業」によるもの
です。
　イベントには市内外の20歳代から40歳代までの
独身男女56人が参加しました。主催する市地域婦人
団体連絡協議会の会員の巧みなトークやサポートも
場をなごませ、参加者はレクリエーションなどで楽
しいひとときを過ごしました。
　最後に意中の相手に告白すると、見事14組のカッ
プルが誕生しました。

　冷え込みの厳しかった２月上旬、外戸集落にある
ハウスみかんのビニールハウスの中は、直径２セン
チほどの白いみかんの花が満開に咲き誇り、甘い濃
密な香りに包まれていました。
　ハウスみかんは６月下旬から収穫が始まり、「かご
しま早生みかん」として、お中元の贈答用として人気
の品です。特に日置地区産のものは高い評価を得て
います。ただ、生産者はわずかに日置地区では８名
しかおらず、県全体を見ても生産者は減ってきてい
るそうで、後継者の育成が望まれています。

「てぃーたいむとーく」開催

ハウスみかん花満開

　２月１日に　山ハルさん（袴田）が、２月16日に松
下ニカさん（大薗）が100歳の誕生日を迎えました。
お二人には、市からお祝いの花や記念品などを贈り
ました。現在、本市の100歳以上の方は26名です。
　いつまでもお元気で長生きしてください。
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　引越すときは水道の使用の開始・休止の手続き
が必要です。必ず窓口に届け出てください。
●使用開始届
　�　印鑑を持参し届け出てください。代理の方で
もできます。

●使用休止届
　�　引越しの日程が決まったら、２～３日前まで
に届け出てください。電話での届出もできます。

●窓口
　上下水道課
　土木課土木総合窓口（串木野庁舎）☎33-5679

　市では、各家庭に対し、防災行政無線機（戸別受
信機）を無料で貸し出しています。転出や転居する
方は、まちづくり防災課へ返却してください。
　また、転入・転居して、まだ設置していない方
はまちづくり防災課へご連絡ください。
●戸別受信機の設置について
　・�戸別受信機の設置場所には、電源（コンセント）

を確保してください。
　・�戸別受信機は、無償で貸与し、本体の設置費
用もかかりませんが、別途配線工事等が必要
な場合は、借用者の負担となります。　

　・�設置の際、受信確認を行い、受信レベルが低
い場所については、外部アンテナを設置する
場合があります（無償）。

　・�その他、不明な点は、まちづくり防災課へお
問い合わせください。

　医師等免許の申請・交付手続きを串木野健康増
進センターで実施しています。
　申請・交付手続きできる免許は、次の８種類です。
　・医師　・歯科医師　・診療放射線技師
　・理学療法士　・作業療法士　・臨床検査技師
　・衛生検査技師　・視能訓練士

　住所を変更したら、住民異動届出が必要です。
住民異動届は、異動する本人か同一世帯の方のみ
届出ができます。それ以外の方が届け出る場合は、
異動する本人の委任状が必要です。
●届出の際必要なもの
　・�本人確認書類（運転免許証、健康保険証、顔写
真付きの官公庁発行の身分証明書など）

　・印鑑
　・次のカードのうち持っているものを全て
　　　通知カード、個人番号カード、
　　　住民基本台帳カード
●届出の種類と届出期限

※異動日より前に届け出ることはできません。
※詳しくはお問い合わせください。

　学童保育は、保護者が仕事などで昼間家庭にい
ない小学校の児童に対して、適切な生活の場を提
供し、遊びを主とした指導をとおして児童の健全
育成を図るものです。
　本市では、４か所で学童保育を行っています。

※入所の申込等は、直接各クラブへお問い合わせ
ください。

おしらせ版おしらせ版
引越すときは水道の開始・休止届を忘れずに

上下水道課（☎21-5155）

異動に伴う戸別受信機の返却
まちづくり防災課（☎33-5631）

医師等免許の申請・交付手続き
串木野健康増進センター（☎33-3450）

引っ越す時は住民異動届を出しましょう
市民課（☎33-5611）・市来庁舎市民課（☎21-5114）

学童保育（児童クラブ）のご案内
福祉課（☎33-5618）

異動内容 届出 届出期限

他 の 市 町 村
か ら 転 入 転入届 住み始めた日から14日以内

（※）

他の市町村に
転出 転出届

転出する14日前から
・�転出先で必ず転入届を出
してください

市内で
住所変更 転居届 新しい住所に実際に住み始

めてから14日以内（※）

●橘学童クラブ
　浜ヶ城12283番地3（浜ケ城踏切近く）
　　代表者　橋　口　　　了　☎33-0194

●串木野中央学童クラブ
　日出町11477番地（串木野小学校敷地内）
　　代表者　塩　屋　耕　治　☎33-3131

●照島学童クラブ
　照島5296番地4（照島保育園隣）
　　代表者　榎　元　幸　喜　☎32-3270

●市来っこ
　大里3731番地（市来小学校空き教室）
　　代表者　牧　田　京　子　☎36-2166
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　さわやか子育て支援センターは、乳幼児と保護者
の交流や、子育ての相談、情報提供などをとおして、
子どもの健やかな成長を支援する場所です。
　市では、（福）太陽福祉会太陽保育園に委託し、各
種講座や教室等を開催しています。
　ぜひご利用ください。
●開  所  日　月曜日から土曜日（祝日除く）
●時　　間　8:30～17:00
●問  合  せ　さわやか子育て支援センター
　　　　　　（太陽保育園内）☎33-0192

　平成28年度から利用対象者を小学６年生までに
拡充し、保護者が本市に勤務している児童も利用
できるようになります。
　病児・病後児保育事業は、病気やその回復期で集
団保育が困難な時期や、保護者の就労・傷病・事
故などの都合で自宅保育ができない場合に施設で
一時的に子どもを預かる事業です。
　施設を利用するには、毎年度市役所で事前登録
が必要です。
●実施施設　「病児保育所�あいあいきっず」
　　　　　　（いとう耳鼻咽喉科２階）
　　　　　　曙町95ｉビル２階　☎0996-26-0404
●利用対象者
　・�本市に住所がある０歳児から小学６年生まで
の児童

　・�保護者が本市に勤務する０歳児から小学６年
生までの児童

●利用時間
　・月曜日から金曜日　8:30～17:30
　・土曜日　　　　　　8:30～12:30
　※日曜、祝祭日、年末年始はお休みです。
●利用料金　１回　1,000円
　※�利用料金には、食事やミルク代、医療費等は
含まれません。

●事前登録　福祉課子育て支援係
　　　　　　市来庁舎市民課　☎21-5117

　平成24年度から平成27年度までの特例期間上乗
せが無くなり、平成28年度の補助金が変更となり
ます。
　ただし、平成28年４月から６月末日までに補助
金を申請し、平成28年12月28日までに市の完了検
査を受けた場合は、特例期間と同額を補助します。
　詳しくは上下水道課へお問い合わせください。

　後期高齢者医療では、被保険者の皆様の医療費
の動向などを踏まえ、２年ごとに保険料率の見直
しをすることになっています。
　医療費などの支出が年々増えていること等に伴
い、平成28・29年度の保険料率を、表のとおり改
定します。
　市民の皆様のご理解をお願いいたします。

後期高齢者医療保険料率の改定内容

●問  合  せ　税務課市民税係　☎33-5616
　鹿児島県後期高齢者医療広域連合業務課
　☎099-206-1329

　市では、男女共同参画社会を目指し、市民との協
働による総合的な施策の推進を図っていくために、
懇話会に参画したい公募委員を募集します。
●募  集  数　３名
●任　　期　２年（平成28年５月～平成30年４月）
●応募資格及び条件　
　・20歳以上の市民
　・平日会議及び研修会等に参加できる方
　・公務員、市議会議員でないこと　
●応募締切　４月11日（月）
●申込・問合せ　
　�　政策課男女共同参画係へ申し込んでください。

●日　　時　４月17日（日）　8:30開会
●場　　所　多目的グラウンド
●参加対象　小学３年生以上
　　　　　　（児童は保護者同伴）
●チ  ー  ム　１チーム５人
　　　　　　（64チームになり次第締切）
●参  加  料　１人400円（当日徴収）
●申込期限　４月10日（日）まで
　　　　　　※申込用紙は事務局にあります
●申込・問合せ　
　串木野ロータリークラブ事務局
　富永（TEL・FAX　33－0189）

さわやか子育て支援センターのご案内
福祉課（☎33-5618）

病児・病後児保育事業の登録のご案内
福祉課（☎33-5618）

合併処理浄化槽設置整備補助金制度が変わります
上下水道課（☎21-5157）

後期高齢者医療保険料率が変わります
健康増進課（☎33-5613）

変更前
（平成26・27年度）

変更後
（平成28・29年度）

均等割額 51,500円 51,500円

所得割率 9.32% 9.97%

年間負担限度額 57万円 57万円

男女共同参画推進懇話会委員の募集
政策課（☎33-5672）

第21回串木野ロータリークラブ旗争奪
グラウンドゴルフ大会

市民スポーツ課（☎21-5129）
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納期月 市県民税 固定資産税 軽自動車税 国民健康
保険税

後期高齢者
医療保険料 介護保険料 合計

4月
第１期 第１期 第１期

（５月２日） （５月２日） （５月２日）
　　　　��円 　　　　��円 　　　　��円

5月
第１期 全期分

（５月31日）（５月31日）
　　　　��円 　　　　��円

6月
第１期 第２期 第２期 第２期

（６月30日） （６月30日）（６月30日）（６月30日）
　　　　��円 　　　　��円 　　　　��円 　　　　��円

7月
第２期

（８月１日）
　　　　��円

8月
第３期 第３期 第３期

（８月31日）（８月31日）（８月31日）
　　　　��円 　　　　��円 　　　　��円

9月
第２期

（９月30日）
　　　　��円

10月
第４期 第４期 第４期

（10月31日）（10月31日）（10月31日）
　　　　��円 　　　　��円 　　　　��円

11月
第３期 第３期

（11月30日）（11月30日）
　　　　��円 　　　　��円

12月
第５期 第５期 第５期

（12月26日）（12月26日）（12月26日）
　　　　��円 　　　　��円 　　　　��円

1月
第４期 第４期

（１月31日）（１月31日）
　　　　��円 　　　　��円

2月
第６期 第６期 第６期

（２月28日）（２月28日）（２月28日）
　　　　��円 　　　　��円 　　　　��円

合計
◆納税は納期限までに済ませましょう。上記の（　　）内は、納付書払いの納期限です。
　○�納税は、最寄りの金融機関（銀行、信用金庫、相互信用金庫、労金、信漁連、農協、郵便局）をご利用
ください。

　○便利な口座振替をご利用ください。申込書は市内各金融機関に置いてあります。
　　※口座振替日は毎月25日です。金融機関が休みのときは翌営業日となります。
　○各納期の下欄に納付税額を記入して、納税計画に役立てましょう。
　　※税額は納税通知書等に基づいて記入してください。
� 税　務　課� 管　理　係� ３３－５６８２� 市　民　税　係� ３３－５６１６�
� � � 収　納　係� ３３－５６１５� 固定資産税係� ３３－５６１７�
� 市来庁舎市民課税務係 � ２１－５１１６

平成28年度　いちき串木野市納期カレンダー
税務課（☎33-5682）
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●縦覧及び閲覧期間

　・縦覧は無料
　・�縦覧期間中の納税義務者等の閲覧は無料（縦覧
期間以外は有料）

（注1）　土・日・祝日など閉庁日は除きます。
（注2）　�運転免許証や健康保険証など本人確認がで

きるものを持参してください。また、代理
人の方は、それを証する書面（委任状など）
もあわせて持参してください。

　いきいきバスの利便性の向上を図るため路線が
４月１日から一部変更になります。
●いきいきバス
　羽島・荒川線…�土川交流センターまで延長し、一

部ダイヤの変更をします。
　木原墓地線……�一部路線変更をして南洲整形外

科、神村学園前に停車します。
　詳しくは各世帯に配布した「いちき串木野市公共
交通マップ」をご覧ください。なお、平成28年3月
30日、いわさきバスネットワーク㈱から鹿児島交
通㈱に運行事業者が変更になります。
●問  合  せ　いわさきバスネットワーク㈱
　　　　　　川内営業所　☎23-3181

　消費生活出前講座を受けてトラブルを未然に防
ぎ、安心安全な生活を送りましょう。公民館・婦
人会・高齢者クラブ等、団体・グループで申し込
んでください。
最近多い相談事例
・�不審な電話やメールなど身に覚えのない架空請
求
・訪問販売、電話勧誘による健康食品等の購入

・株、債権などの投資・出資詐欺など
　出前講座で悪質業者の手口を知ることができま
す。また、消費者トラブルは次々に新しい手口で
発生しています。「おかしいな、変だな」と思ったら
すぐ相談しましょう。
　出前講座申込　社会教育課　☎21-5128
　消費生活相談窓口　☎33-5638

　行政改革の進捗状況に関する審議で市民の意見
を伺うため、「いちき串木野市行政改革推進委員会
委員」を募集します。
●募  集  数　３名以内
●応募資格　次の条件を満たすこと
　・�市民または市内の事業所に勤務している満20
歳以上の方

　・年１～３回程度の平日の会議に参加できる方
　・本市の他の附属機関の委員でない方
　・本市職員、市議会議員でない方
　・市税等の滞納がない方
●任　　期　委嘱の日から２年
●応募方法　�所定の応募用紙に必要事項及び小論

文「いちき串木野市の行政改革に期待
すること」を記入のうえ提出してくだ
さい。（応募用紙は総務課または市来
庁舎市民課にあります。市ホームペー
ジからダウンロードもできます。）

●選　　考　�選考要領に基づき選考します。選考
結果は、応募締切日から３週間以内
に通知します。

●応募締切　４月15日（金）
●提  出  先　総務課または市来庁舎市民課

行政改革推進委員会委員の募集
総務課（☎33-5626）

「土地及び家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧
 「固定資産課税台帳」の閲覧

税務課（☎33-5617）

バス路線が一部変わります
水産商工課（☎33-5638）

消費生活出前講座で安心安全な生活を
水産商工課（☎33-5638）

「土地及び家屋価格等
縦覧帳簿」の縦覧

「固定資産課税台帳」
の閲覧

期間（注1） 4/1（金）～5/31（火） 4/1（金）以降通年

時間 8:30～17:15

対象者（注2）固定資産税の納税者または代理人
固定資産税の納税
義務者または代理
人

場所

・税務課
・�市来庁舎市民課
　�税務係（市来地域
内の固定資産の
み）

・税務課
・市来庁舎市民課
　税務係

串木野健康増進センター（☎33－3450）
　２月16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。

 小
お の

野　明
あ ず

日ちゃん   ・  平
ひらいし

石　心
こ こ あ

愛ちゃん

 佐
さ と う

藤　紗
さ な

那ちゃん   ・  南
みなみしん

新　唯
ゆ い と

斗くん

 塩
し お や

屋　晴
はるひと

士くん   ・  村
む ら た

田　彩
さ き

絆ちゃん

 鶴
つ る だ

田　太
た い ち

一くん   ・  村
む ら た

田　仁
ひ と き

希くん

 樋
て の く ち

之口大
た い し

志くん   ・  吉
よしうち

内　俐
り ほ

穂ちゃん

 中
なかむら

村　龍
りゅうしん

信くん

　市では、乳幼児のむし歯予防に地域全体で
取り組んでいます。皆さんも、５歳児歯科検
診でむし歯０

ゼ ロ

を目指しましょう！
☆ かかりつけの歯科医院をつくって、家族み

んなで歯の健康づくりに取り組みましょう。

☆むし歯０
ゼロ

おめでとう☆
（５歳児歯科検診結果）
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　いちき串木野市サリナス市姉妹都市協会では、
｢第14回米国派遣事業 ｣の派遣生を募集します。
●派遣人数　８名以内
●応募資格　�平成８年４月２日から平成14年４月

１日までに生まれた市民
●派遣期間　８月上旬から２週間程度
　�　姉妹都市のサリナス市で約１週間ホームステ
イし、様々な体験をするほか、サンフランシス
コ市内やシリコンバレーで有名なサンノゼ等で
視察研修を行います。
　※�この派遣事業は、サリナス市の一般家庭での
ホームステイを通じて、地域の人たちや高校
生と交流を深め、国際性豊かな青少年を育成
することを目的としています。

●経費補助
　�　参加者負担金約35万円のうち、1/2相当額を姉
妹都市協会が補助します。
　　（パスポート取得費用・保険料等は含まず）
●申込方法　�申込用紙と１次審査の作文を４月22

日（金）（必着）までに持参か郵送で協
会事務局へ提出してください。

　　　　　　※�申込用紙は協会事務局と市役所政
策課にあります。

●選　　考
　１次審査（作文）
　・400字詰作文用紙２枚以上（用紙の規格は自由）
　・テーマ『サリナス市との交流から学びたいこと』
　２次審査（面接）　５月７日（土）10:00～　
　　いちき串木野商工会議所にて
●そ  の  他　�派遣生に対し出発まで８回程度、事前

説明会と研修会を実施します。
●問  合  せ　姉妹都市協会事務局
　　　　　　（いちき串木野商工会議所内）
　　　　　　☎32-2049

　予約制による年金相談です。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
入していた方もご相談ください。
●日　　時　４月19日（火）　10:00～15:30
●場　　所　市来庁舎　１階会議室
●相  談  員　川内年金事務所職員
●申込期限　４月12日（火）
※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
　・�運転免許証、保険証など身分を証明するもの
※代理の場合、委任状と身分証明書

　羽島史跡顕彰会は、羽島から旅立った薩摩藩英
国留学生を顕彰する黎明祭を開催します。
●日　　時　４月17日（日）9:30～15:30
●場　　所　薩摩藩英国留学生記念館
●由　　来　�1865年４月17日に羽島から旅立った

薩摩藩英国留学生の勇気や功績を後
世に語り継ぎ、次代を担う青少年た
ちに夢や希望を与えることを目的に
平成元年から開催

●内　　容　羽島小中学生による留学生模擬スピーチ
　　　　　　留学生が読んだ詩の詩吟
　　　　　　漁船パレード　地元物産の販売
　　　　　　萩市からの出張紙芝居「長州ファイブ」
※�13:30～東川隆太郎氏を講師に羽島散策と講演会
（定員30名申込多数の場合は抽選）が開催されま
す。

●申  込  み　羽島史跡顕彰会　川口　☎090-4982-0454

●前  夜  祭　４月９日（土）17:00～20:00
　�　冠岳（徐福）展望公園にて、雅楽奉納、湯神楽
奉納、　田中星児ミニコンサート等

●本　　祭　４月10日（日）
　地車曳行
　・8:30～11:50
　　�上石野公民館前～生冠中学校前～ＪＡ生福支
所～坂下公民館～多目的グラウンド駐車場

　・13:30～16:15
　　�多目的グラウンド駐車場～南方神社～下石野集落
●多目的グラウンド会場催事
　・9:30～14:30　生福市・フリーマーケット
　　�地元産の新鮮野菜、手芸・工芸品、おにぎりセッ
ト販売など

　・12:10～13:20　地元芸能
　　鷹踊り、日本舞踊、演歌、五つ太鼓など
　・11:00～　甘酒振る舞い（無くなり次第終了）
　・12:30～13:00　お楽しみ抽選会
●問  合  せ　生福交流センター
　　　　　　（平日9:00～15:00）　☎32-4869

　次の土日は、串木野庁舎で通知カードや個人番
号カードを受け取ることができます。
　詳しくはお尋ねください。
●受取日時　�３月26日（土）・27（日）、４月2日（土）・
　　　　　　３日（日）　8:30～17:00
●場　　所　串木野庁舎のみ
※�市来地域の方もこの４日間は串木野庁舎で受け
取ることができます。

第15回徐福花冠祭
観光交流課（☎33-5640）

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

姉妹都市サリナス市
（米国カリフォルニア州）派遣生　募集

政策課（☎33-5628）

通知カード・個人番号カードを
土日に受け取れます

市民課（☎33-5611）・市来庁舎市民課（☎21-5114）

平成28年黎明祭の開催
観光交流課（☎33-5640）
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　元国際交流員のフォン・ジィンリイさんが来日
15周年になるのを記念して開催する講座です。
●日　　時　４月28日（木）
　　　　　　午前の部10:00～12:00
　　　　　　午後の部14:00～16:00
●場　　所　総合体育館
●講　　師　上海中医薬大学体育部教諭・学生
●参  加  料　無料
●申込期限　４月15日（金）
●問  合  せ　串木野太極拳連盟上海倶楽部事務局
　　　　　　平石　☎32-6814

　４月から音楽に合わせて楽しく体を動かす
フィットネス講座ズンバが始まります。
●日　　時　（昼の部）毎週月曜日　10:30～12:00
　　　　　　（夜の部）毎週金曜日　20:00～21:30
●場　　所　市来地域公民館
●定　　員　中学生以上20名（中高生は保護者同伴）
●月  会  費　�2,000円（初回スポーツ保険料1,850円

が別途必要）
●無料体験レッスン　３月25日（金）20:00～
　　　　　　３月28日（月）10:30～
●申込・問合せ　㈱図書館流通センター　☎21-5800

●対　　象　市内に居住または勤務している女性を優先し、男性の方も受講できます。
●場　　所　働く女性の家　
●受  講  料　無料（ただし材料代・教材費等は実費負担、料理講座は５回分を前納です。）
●申込方法　４月22日（金）までに働く女性の家へ申し込み
　　　　　　受付時間　火曜～土曜　9:00～17:00　月曜日休館
●託　　児　満２歳以上～未就学児。申込時におしらせください。保険料が必要です。

講座名 曜　日 時　間 定員 回数 開講日 講　座　内　容
（持ってくるもの・教材費）

通
　
年
　
講
　
座

パティシエの
スウィーツ

第１
土曜日

13:30～
15:30 30人 10回 5/7

パティシエが教えるお店の美味しいス
ウィーツ作り
（エプロン、三角巾・600円）

郷土料理 第２
木曜日

9:30～
12:00 30人 10回 5/12 全国各地の郷土料理やご当地グルメ作

り（エプロン、三角巾・600円）

栄養士さんの
健康レシピ

第４
金曜日

10:00～
12:30 30人 10回 5/27

塩分とカロリーを減らした栄養たっぷ
りのおいしい料理作り
（エプロン、三角巾・600円）

前
　
期
　
講
　
座

エコクラフトで
作るバッグ

第１・３
金曜日

19:00～
20:30 15人 10回 5/6

手芸用の紙紐を編んだバッグ作り
（洗濯バサミ20本、ボンド、はさみ、赤
鉛筆・800円）

裂き織り 第２・４
火曜日

9:30～
11:30 15人 10回 5/10 余り布を裂いて作る織り物作り

（金槌、軍手・1000円）

メディカル
ヨ　　ガ

毎週
水曜日

10:00～
11:00 15人 8回 5/11 筋肉の過緊張をほぐし自律神経を整え

る�

実用筆ペン字 第１・３
火曜日

10:00～
11:30 15人 10回 5/17 冠婚葬祭などで使う文字を筆ペンできれ

いに書く（700円）

つるし細工 第１・３
水曜日

13:30～
15:00 15人 10回 5/18

「さげもん」と呼ばれる人形・花などをか
たどった可愛い縁起物作り
（裁縫道具・500円）

平成28年度 働く女性の家定期講座受講生募集
働く女性の家（☎32-7130）

健康講座生募集
社会教育課（☎21-5128）

「健身気功」市民講座参加者募集
市民スポーツ課（☎21-5129）
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　「春」をテーマにした読み聞かせです。簡単な工
作もありますので、ぜひ遊びにお越しください。
●日　　時　４月２日（土）15:00～（１時間程度）
●場　　所　図書館本館ロビー

　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』を希望す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

消費者行政の取り組みについて

　本市の消費者行政は、悪質な訪問販売や振り込め詐欺、ウソ電話詐欺などが多発する中、
その役割はますます重要となっており、持続的に出前講座、広報紙、防災行政無線などを活
用した啓発活動や司法書士による無料相談会を実施してまいりました。
　これからも市民の皆様が安心して暮らせる地域社会づくりを目指し、地域や関係者の皆様
と連携を深めながら悪質商法を排除してまいります。
　また、クーリングオフ、クレジットや多重債務、契約についての知識など、身近な消費生
活の問題や知識を学ぶ出前講座などを引き続き開催し、被害に遭わない自立した消費者の育
成に消費者行政の分野からも力強く取り組んでまいりたいと考えております。

� � � � � � � 　平成28年３月22日
� � � � � � � 　いちき串木野市長　　田　畑　誠　一

相�談�場�所
及　び
相�談�時�間

相談種別

相　談　日

相談員１日 ８日 15日 22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

５日 12日 19日 －

心配ごと
相 談 員

火 火 火 －

○ ○ ○ －

４月の心配ごと相談
社会福祉協議会（☎32-3183）

春休みスペシャルおはなし会
市立図書館（☎33-5655）

お　く　や　み（２月届出分）

故　人 年齢 住所または 
公 民 館 喪主または届出人

山　下　マツノ 98 別　府 山　下　司　郎
中　村　孝　子 84 舟川前 中　村　純　照
濵　田　　　仁 68 石川山 濵　田　洋　子
萩　元　二　雄 92 平　山 萩　元　フミ子
中　間　ミ　キ 80 駅　前 中　間　季　治
大　平　　　光 44 曙　町 大　平　絵里奈
塩　田　正　人 94 栄　町 橋　口　紘　一
大久保　幸　夫 85 潟小路 大久保　明　世
下醉尾　　　弘 89 酔之尾 下醉尾　フサ子
古　薗　チ　エ 88 日出町 古　薗　　　勉
春　田　ハツヱ 95 海土泊 春　田　　　博
水　流　イツ子 78 金　山 水　流　千　歳
白　石　榮　次 86 港　町 白　石　英　巳
平　野　純　孝 78 曙　町 平　野　孝　子
中　村　敏　秋 91 浅　山 中　村　エイ子
内　村　安太郎 80 浜ヶ城 内　村　美佐子
湯　前　静　男 97 曙　町 湯　前　ミ　キ
白　石　アヤ子 91 麓 白　石　　　隆
古　川　イ　サ 105 高見町 古　川　次　雄
神　薗　アリ子 85 昭和通 神　薗　琢　郎
梅　北　チ　モ 94 海土泊 梅　北　博　文
中　島　道　雄 89 浜ヶ城 中　島　利　子
橘　木　ミ　チ 84 川　畑 橘　木　琢　也
迫　田　一　已 87 門　前 迫　田　ヤス子
木　浦　ミ　サ 89 曙　町 木　浦　住　彦
川　﨑　實　志 84 駅　前 川　﨑　桂　子
渡　辺　仲　一 63 高見町 𠮷　村　雄　一

（届出人が同意された方を掲載してあります）�
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かわいい天使たち（1月届出分）

「広報いちき串木野」作成につき写真のご提供、取材等にご協力してくださったみなさん、本当にありがとうございました。
発行：いちき串木野市役所 政策課　〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地１　（TEL）0996ｰ32ｰ3111（FAX）0996ｰ32ｰ312430

時﨑　結
ゆい
ちゃん

（麓）
久見瀨　航

こう
大
た
くん

（御倉町）
酒匂　芽

め
生
い
ちゃん

（袴田）

元気に産まれてきてくれてありがとう♡
父：大助さん・母：昭子さん

元気でたくましい男の子に育ってね♡
父：済仁さん・母：とも子さん

かわいくて、元気な女の子に育ってね
父：裕之さん・母：真貴子さん

永田　優
ゆう
一
いち
郎
ろう
くん

（ひばりが丘）
寺師　永

えい
一
いち
郎
ろう
くん

（ウッドタウン）
岩切　結

ゆ
衣
い
ちゃん

（栄町）

生まれてきてくれてありがとう
父：洋平さん・母：佳奈さん

家族 4 人永く楽しみましょう
父：翔太さん・母：絵里さん

大きく元気に育ってね
父：康秀さん・母：早智さん

井手迫　咲
さ
衣
え
ちゃん

（日ノ出）
大山　琳

り
央
お
ちゃん

（東塩田町）
永井　真

ま
心
こ
ちゃん

（大原南）

お姉ちゃんと仲良く元気に成長してね♡
父：大輔さん・母：直美さん

やっと会えたね。
元気に大きく育ってね♡
父：陽平さん・母：理美さん

沢山の感動をありがとう。これからいっぱい
思い出作ろうね。お姉ちゃんと仲良く !!

父：健悟さん・母：美幸さん

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）

（ 届出人が同意され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。）

脇　うららちゃん
（照島）

兄姉に負けず元気に成長してね
父：義博さん・母：郁恵さん

岩切　亮
りょう
治
じ
くん

（浜中）

元気に育ってくださいね
父：康平さん・母：理恵さん

橋口　仁
じん
之
の
助
すけ
くん

（西浜町）

家族みんなで 心 一つに 歩 いて行こう！
父：邦弘さん・母：真由美さん


