
九州・沖縄フェア（シンガポール）に本市特産品を出展
� 政策課（☎33-5624）

　３月５日から20日にシンガポール高島屋で初め
て開催された「九州・沖縄フェア」に出展し、市内
企業４社の商品を展示、販売しました。
　さつまあげや焼酎など、毎年10月にシンガポール
で開催される「F

フ ー ド

ood�J
ジ ャ パ ン

apan」でも好評な商品を中
心に、期間中、多くの来場者が商品を購入していま
した。
　また、今回、食の催事で初めて観光案内ブースを
設け、映像とパンフレットを用いて本市の魅力をＰ
Ｒしました。

　３月28日、特産品のサワーポメロの１次加工品を
活用したスイーツの試食会が市役所でありました。
　サワーポメロは厚い果皮をむく手間がネックと
なり、今まで加工用の原料としてはほとんど使われ
ていません。市は、サワーポメロの消費拡大のた
め、昨年６月にプロジェクトチームを立ち上げ、菓
子屋や食品製造業者が利用しやすいように、サワー
ポメロのむき身や果皮のピール（砂糖漬け）など一
次加工品を、生活研究グループや研究機関の協力を
得て、開発することに成功しました。
　今回はその一次加工品を原料に菓子店や市来農
芸高校、生活研究グループがスイーツの試作品を
作ったものです。

サワーポメロの消費拡大プロジェクト
進行中� 農政課（☎33-5635）

サワーポメロのむき身を解
凍したもの。プロトン凍結
という磁力をかけて凍結す
ると細胞が壊れず、解凍後
もドリップが出にくいた
め、瑞々しさが保たれる。

　試作品のスイーツは焼き菓子のフィナンシェや
プリンなど９品のほか、一次加工品のポメロシロッ
プを使ったサワーポメロティーも用意されました。
　一次加工を手伝ったおごじょ塾生の高橋さやか
さんは試食し、「色んなアイデアがあり驚いた。完
成度の高いものもあり贈答用にもいいかも」と好評
価でした。
　また、プロジェクトでは、サワーポメロの成分
分析を大学に依頼。サワーポメロの果皮の部分の
抗酸化活性が強く、高血圧抑制の効果も高いなど、
サワーポメロの機能性が他の柑橘類に比べると高
いことが報告されました。
　プロジェクトでは、今後このスイーツの本格的な
商品化を目指すほか、サワーポメロの販路開拓や消
費拡大を図り、ブランド化を進め、「県内一のサワー
ポメロの産地」を次世代へ引き継ぐ取組を進めてい
きます。

サワーポメロ分析結果報
告。高血圧抑制のほか食欲
抑制やアレルギー症状の緩
和などの効用があることが
報告され、ドリンクや料理
への活用が期待できると報
告された。

サワーポメロを使ったスイーツの試食会。開発に携わっ
た関係者など70名が試食した
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防災行政無線機を活用しましょう！
� まちづくり防災課（☎33-5631）

《こんなことありませんか？》
【症状１】　放送はちゃんと受信しているが、「電池を交換してください」とよく音声が流れる。
Ａ．原因　掃除機などを使用する際に戸別受信機の電源コードをコンセントから抜いていませんか？
　　　　　電源コードを抜いてしまうと電池が消耗し、数日で電池が切れてしまう場合もあります。
　　　　　できるだけ電源コードは抜かないようにしましょう。

【症状２】　電源ランプ（緑色）はついているが、放送がまったく聞こえない。
Ａ．原因　�落雷等により正常に動作していません。この場合、うら側の主電源スイッチ（黒色）をいっ

たん切って、再び入れ直してください。この操作で戸別受信機がリセットされます。
　　　　　�その後、時報や定時放送を確認し、それでも症状が改善しない場合は、まちづくり防災課へ

ご連絡ください。

　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。転出や転居により異
動する方は、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。

　平成26年度から川上地区に建設していた一般廃棄物管
理型最終処分場が完成し、４月３日、竣工式が行われま
した。式典では、田畑市長が「環境にやさしい循環型社
会を目指し、住みよい環境づくりに大きく貢献できるよ
う最善の努力を尽くしていく」と述べ、施設紹介映像の
上映、施設見学等を行い、完成を祝いました。
　この処分場は、串木野環境センターから出る焼却灰や
破砕残渣を埋立処理するため、浸出水処理施設と埋立処
分場を整備した、環境に優しい施設となっています。
　今後も施設の安定運用のため、
ごみの減量化とリサイクルの推
進に一層のご協力をお願いしま
す。

おもて うら
通常「電源」は「みどり」です。
停電等により電池で動いてい
る時は「あか」になります。
電池の動作時間は新品で24時
間が目安です。

電池の交換時期がきましたら
ここが「あか」になり、お知
らせします。

主電源スイッチ（黒色）
●落雷等の影響により、放送が全
く聞こえなくなった場合に、この
スイッチを入れ直すことで聞こえ
るようになる場合があります。

電池交換の仕方
●ここを押し上げて、中の電池を交換します。
●電池は新しいものを！（単二または単三のアルカリ電池が２本必要です。）

管理型最終処分場竣工
� 生活環境課（☎33-5614）
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小さいころから読書に親しんで
西中氏が本を寄贈� 社会教育課（☎21-5128）

　本市出身で株式会社日能研九州・四国の代表取締
役西中浩二さんより、絵本や子育てに関する本約
250冊と本棚を本市図書館へ寄贈して頂きました。
　本の選定にあたっては、西中さんの「小さいころ
からの読書経験が大事」との思いから、絵本や子育
てに関する本などが選ばれています。
　これらの本は、西中さんが本市で塾を経営してい
たころの名前が付いた「西

にしなか

中アカデミー図書」とし
て現在図書館で借りることができます。
　ぜひご利用ください。

福留工業(株)と立地協定調印式
� 政策課（☎33-5628）

　３月26日、福留工業(株)が西薩中核工業団地に工
場を拡張するのに先立ち、鹿児島県立会いのもと立
地協定調印式を行いました。
　同社は、国の性能評価において、橋梁や高層ビル
建築にも使用できる優れた耐震性や鉄骨溶接の性
能基準を満たす、「鉄骨製作工場Ｈグレード」に、
今年１月に認定されました。今後、受注増が見込ま
れる橋梁等の大型案件に対応するために、管理棟や
屋外門型クレーンなどを増設するもので、来年２月
頃に操業を開始する予定です。
　福留昇社長は、「工場の拡張をとおして地域に雇用
創出や貢献活動をしていきたい」と抱負を述べました。

九州電力から福祉車両が譲渡され
ました� まちづくり防災課（☎33-5631）

　３月19日、九州電力株式会社から車いすのまま乗
車できる７人乗りの福祉車両７台が市に譲渡され
ました。
　これは、一昨年、三反園知事が九州電力に対し、
「自治体の避難計画に対する支援体制の強化」を要
請したことに基づき、その後の関係市町との個々の
協議により実現したものです。
　これらの車両は、原子力災害時における住民避難
のために使用するものですが、平常時においては、
コミュニティ自動車として市内５地域と原発に近
い社会福祉施設に貸し出しています。

家庭教育支援チーム「ほっとルーム」文部
科学大臣表彰受賞� 社会教育課（☎21-5130）

　３月15日、本市の家庭教育支援チーム「ほっと
ルーム」が文部科学大臣表彰を受賞しました。
　現在、都市化や核家族化が進み、地域の絆やつな
がりが希薄となり、社会の教育力が低下していると
指摘されています。このような中、「ほっとルーム」
は、地域から孤立した家庭をつくらないよう、学校
だけでなく、小学校１・２年生の長子家庭を訪問し、
保護者の相談を直接受ける活動を平成20年から続
けており、そうした活動が評価されたものです。
　今後も活動を継続し、家庭を支援していきます。

福留昇社長（中央右）福留渡専務（中央左）
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公用車を売却します
� 財政課（☎33-5629）

　次のとおり公用車及び物品を売却します。車両確認を希望する場合、事前にご連絡ください。

●購入申込　５月10日（木）までに財政課へ見積書を提出してください。
　　　　　　�見積書様式は、串木野庁舎財政課と市来庁舎市民課にあります。また市ホームページからダウ

ンロードもできます。
●その他の申込条件
・市税の滞納がないこと。
・�名義変更等全ての手続は購入者負担で行い、車両の引渡は手続完了及び売却代金の納入を確認した後とする。
・車両の引渡は、保管場所での現状引渡。車両の移動および引渡後に生じる一切の経費は購入者が負担のこと。
・車両に表示してある車両名等（赤色灯含む）の抹消、取外しなどは購入者が行うこと。
●購入者の決定　最高の価格で有効な見積をした方を購入者とします。

車種 ダイハツ（軽自動車） 三菱（軽自動車） 三菱（軽貨物車） 三菱（軽自動車）
型式
／シフト

V-L500V
／ AT

U41V-0408533
／ AT

V－U41T
／ 4MT

LE-U61V
／MT

乗車定員 ４人 ４人 ２人 ４人
初年度登録年月 平成８年 平成８年 平成10年 平成16年５月
走行距離数 80,270km 56,808㎞ 　114,793㎞ 234,856km
車検有効期間満了日 平成30年５月19日 平成30年６月19日 平成30年3月22日 平成30年８月30日
確認場所 福祉課 健康増進センター 教育委員会総務課 福祉課
最低売却価格※ 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円

●確認期間
　４月25日（水）～５月９日（水）［平日］
　９：00～16：00
●事前に連絡して下さい。

※�最低売却価格は消費税及び地方消費税相当
額を含まず。これ以下の額の見積もりは無効。

車種 ニッサン（小型） ニッサン（普通）
型式
／シフト

E-KBC23
／ AT

TC-FPWGE50改
／AT

乗車定員 ８人 ７人
初年度登録年月 平成９年10月 平成18年12月
走行距離数 60,542㎞ 104,570㎞
車検有効期間満了日 平成31年10月27日 平成30年12月13日
確認場所 消防本部 消防本部
最低売却価格※ 1,000円 10,000円
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平成30年度『犬の登録と狂犬病予防注射』
� 生活環境課（☎33-5614）

　平成30年度の犬の登録と狂犬病予防注射を実施しますので、お近くの集合場所で必ず受けてください。（動
物病院でも受けられます。）犬の狂犬病予防注射は、飼い主の義務です。万一、人を咬んだ時は犬の登録と
狂犬病予防注射を済ませているかなど、飼い主の管理責任が問われます。
●登　録　料　3,000円　※新しく飼った犬（未登録犬、生後91日以上の犬）は、登録が必要です。（生涯１回）
●注射手数料　3,400円　（注射料金2,850円＋注射済票交付手数料550円）【つり銭のないようにお願いします。】
　※なお、集合場所以外での注射は受けられません。（個別訪問はしません。）
　※昨年度と時間・場所が変更になっているところがあります。ご注意ください。

【　　串　　木　　野　　地　　域　　】
期日 集合時間 集合場所 期日 集合時間 集合場所

５
月
９
日
（
水
）

午
前

９：10～９：20 宇都公民館

５
月
15
日
（
火
）

午
前

９：30～９：35 土川交流センター
９：30～９：40 岩下公民館 ９：45～９：55 下山公民館
９：45～９：50 川畑公民館 10：00～10：05 平山バス停付近
９：55～10：05 谷ノ宇都霊園付近 10：15～10：20 万福・旧平石商店前
10：10～10：15 小堀三文字 10：30～10：45 萩元・旧尾崎商店前
10：25～10：35 大六野・西薗商店付近 10：50～11：00 羽島交流センター
10：40～10：50 上石野公民館

午
後

13：30～13：45 市役所公用車駐車場（国道側）
10：55～11：05 下石野公民館 13：50～14：00 御倉町・テーラーコヤ付近

午
後

13：30～13：40 福薗公民館 14：10～14：15 石川山公民館
13：45～13：55 グループホームうれし舎付近 14：20～14：30 小瀬公民館
14：00～14：05 農協生福支所前 14：40～14：50 浦和町公民館
14：10～14：15 鏑楠公民館 14：55～15：05 港町・漁協漁民研修センター前
14：20～14：30 山之口農協ハウス跡地前

５
月
16
日
（
水
）

午
前

９：10～９：20 酔之尾東団地前
14：35～14：45 中井原公民館 ９：25～９：35 酔之尾・神村学園野球場入口付近
14：50～15：00 坂下公民館 ９：40～９：50 夢の台公園前

５
月
10
日
（
木
）

午
前

９：10～９：25 内堀酒店横 ９：55～10：05 八房・メック資材置場前
９：30～９：40 大薗公民館 10：10～10：20 八房公民館
９：45～９：55 河内・馬込坂登口付近 10：25～10：35 八房・西別府弘組資材置場付近
10：00～10：05 河内・中央跨道橋付近 10：40～10：45 海瀬・ごみステーション付近
10：10～10：20 麓公民館 10：50～11：00 八房・市来木工所前
10：25～10：35 麓・八久保児童公園 11：05～11：15 和田外科医院付近
10：40～10：50 日出町公民館

午
後

13：30～13：40 別府公民館

午
後

13：30～13：40 浜ケ城・南商店横 13：45～13：55 照島交流センター忠魂碑側駐車場
13：45～13：55 串木野神社裏門付近 14：00～14：10 酔之尾公民館
14：05～14：15 袴田・サンキュー機材付近ごみステーション 14：15～14：25 照島神社入口
14：20～14：40 袴田公民館 14：30～14：40 照島東公園
14：45～14：55 袴田・田代商店付近

５
月
17
日
（
木
）

午
前

９：10～９：20 浅山農道三文字

５
月
11
日
（
金
）

午
前

９：10～９：20 羽島崎神社駐車場 ９：25～９：35 平江・テレビ塔入口
９：25～９：35 愛木町・理容ポピー付近 ９：40～９：50 平江公民館
９：40～９：45 松尾・有村工務店前 ９：55～10：05 平江・旧串港クレーン前
９：50～９：55 野中栫・濵屋運送付近十文字 10：15～10：25 深田下公民館
10：00～10：10 河原三文字 10：35～10：45 野元公民館
10：20～10：30 白浜・立石バス停付近

午
後

13：10～13：20 桜町公民館
10：40～10：50 荒川交流センター 13：25～13：35 春日町公民館
11：00～11：10 草良公民館 13：40～13：50 北浜町・吉国電機横

午
後

13：30～13：40 芹ケ野公民館 13：55～14：05 旭町中央公園
13：45～13：55 芹ケ野・御蔵橋先三文字付近 14：10～14：15 旭町・亀﨑染工工場裏
14：00～14：10 金山・陽南工業入口付近 14：20～14：30 中尾町公民館
14：15～14：25 金山公民館 14：35～14：40 栄町公民館前広場
14：35～14：40 深田上公民館 14：45～14：55 本浜町・桐原酒店付近
14：45～14：55 薩摩金山蔵入口付近

５
月
14
日
（
月
）

午
前

９：10～９：20 緑町・ねずみ公園
９：25～９：35 恵比須町・まぐろ団地跡地
９：40～９：50 ひばりが丘市営住宅前(国道側)
10：00～10：10 須賀乾物店前
10：15～10：25 塩屋町・新洋水産付近
10：30～10：40 串木野高校正門付近
10：45～10：55 住吉町・樋掛商店付近
11：00～11：05 住吉町・大原公園

午
後

13：30～13：45 京町・市口公園横
13：50～14：00 汐見町・上地商店横
14：05～14：15 西塩田町・県営住宅１号棟北側
14：20～14：30 東塩田町公民館
14：35～14：45 春日町・九電変電所裏公園
14：50～14：55 曙町公民館

《　狂犬病予防注射を受ける時の注意事項　》
■犬は、しっかりと制御できる人が連れて来てください。
■�注射会場を汚さないために、犬のフンは、必ず持ち
帰ってください。
■�注射後、約２週間は他の予防注射を接種させないで
ください。
■�注射前・注射後は、できるだけ安静にし、激しい運
動は避けてください。
■�妊娠している犬・授乳中の犬は、接種することはで
きません。
■�まれに、注射後ショックを起こすことがあります。異
常があった場合は、すぐに獣医師に相談してください。
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　設置費用は施工方法等により異なります。数社
から見積もりを取り、十分に確認・検討した上で、
直接業者へ依頼してください。

【　　市　　来　　地　　域　　】
期日 集合時間 集合場所 期日 集合時間 集合場所

５
月
18
日
（
金
）

午
前

９：00～９：20 市来体育館

５
月
21
日
（
月
）

午
前

９：10～９：20 中ノ平後公民館
９：25～９：35 払山・踊り場 ９：30～９：40 舟川後公民館～舟川橋（中間地点）
９：40～９：55 松原・消防車庫前 10：00～10：10 平木場公民館
10：00～10：10 平ノ木場・農免十字路 10：20～10：30 川上地区活性化センター
10：20～10：30 島内公民館 10：40～10：50 中組公民館
10：40～10：50 宇都公民館 10：55～11：05 牛ノ江公民館
11：00～11：20 木場迫公民館 午

後
13：30～13：45 迫公民館

午
後

13：30～13：50 寺迫・農免入口 13：50～14：00 土橋町公民館
14：00～14：15 駅前・前田歯科付近 14：10～14：25 市来保健センター
14：25～14：35 潟小路・小原墓地入口付近
14：45～14：55 平向公民館

　浄化槽は、微生物の働きで汚れた水をきれいにし
て、水路や河川に流すための設備です。浄化槽には、
台所や風呂、洗濯などの生活排水と、し尿（トイレ
の排水）を一緒に処理する「合併処理浄化槽」、し
尿のみを処理する「単独処理浄化槽」の２つがあり
ます。
　このうち単独処理浄化槽は、生活排水は処理され
ず汚れたまま水路や河川に流れ込むため、水環境を
考える上で大きな問題になっています。
　合併処理浄化槽に転換することで、美しい豊かな
自然を守ることができます。

【犬の正しい飼い方の基本】
１．家族と同様の愛情を持って終生飼いましょう。
２．犬にはしつけが必要です。他人に迷惑をかけないよう訓練をしてください。
３．犬の放し飼いは禁止されています。１日１回は散歩をしてください。
４．捨て犬はやめましょう。どうしても飼えなくなったら、新しい飼い主を探してください。
５．犬のフンは、飼い主の責任で始末しましょう。

年に一度は、必ず狂犬病予防注射の接種が必要です。

－－－　串木野・市来地域、どこの会場でも受けることができます。－－－

犬がすでに死亡していたり、他人に譲ったり、住所が変わったら市町村の窓口に届出が必要です。

河川を守り、私たちの生活を快適にする
合併処理浄化槽への転換を� 上下水道課（☎21-5157）

市では合併処理浄化槽を設置する場合に補助
を行っています。
　国県市が負担する通常の設置補助金に加え、市内
事業者が工事をした場合、上乗せ補助を行っていま
す。
　さらに、単独処理浄化槽を撤去した場合は、市内
外業者問わず90,000円が上乗せされます。詳しくは
お問い合わせください。

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換…� 110,000円
汲取り便所から合併処理浄化槽に転換……� 70,000円

合併処理浄化槽設置費用

国 県 市 個人負担

設置補助金
５人槽332,000円　７人槽414,000円　10人槽548,000円

上乗せ補助
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　この計画では「性別にかかわりなく　市民一人ひとりの人権が尊重され　思いやりのあるまち」
をめざし、３つの基本目標・７つの重点的に取り組むことを掲げています。
　※詳しい内容については毎月広報紙に掲載していきます。

男女共同参画基本計画（第3次）

　男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い性
別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することが
できる社会のことを「男女共同参画社会」といいます。

「男女の人権の尊重」が大切だからです。
「男だから、女だから」という理由で、生き方や人生の選択が制限され、個性や能力を発揮する
機会が奪われてしまうことは問題です。男性も女性もすべての個人が、家庭で、職場で、職域
で、学校で、それぞれの個性と能力を発揮できる社会づくりが必要なのです。

社会や経済の変化に対応するために必要なことだからです。
少子高齢化と家族形態の変化等、社会経済環境は急激に変化しています。この変化を乗り切るた
めに、男女が性別にかかわりなく、自己の能力を自らの意思に基づいて発揮できる社会をつくる
ことが大切です。あらゆる分野に男女が対等な立場で参画し、ともに責任を担う社会「男女共同
参画社会」の実現が必要なのです。

　男女がお互いを尊重し合い、協力して家事や育児、
介護などをすることにより、家族の絆を深め、それぞれ
にとって豊かな生活を送ることができます。
　子育て支援センターの充実など、環境が整っており、
安心して妊娠、出産、子育てができます。

いちき串木野市
男女共同参画基本計画（第3次）
を策定しました（平成30年度～平成34年度）

家庭では

～ 誰もが生きやすい社会をめざして～
「男性の役割は仕事・女性の役割は家事・育児」など

性別による役割にとらわれて、不自由な思いをするのではなく
誰にとっても「幸せな社会」「生きやすい社会」を
めざすことが男女共同参画の考え方です。

計 画 が め ざ す 姿

　地域住民が尊重し合い、相手の気持ちを思いやりま
す。そして、普段から笑顔であいさつをし、声をかけ
合い、支え合う気持ちが育まれます。
　地域に残る古い慣習やしきたりが見直され、男女が
対等なパートナーとして仕事や地域活動に参画して、
活躍することができます。その活躍が、地域を活性化
するとともに、地域のつながりを深めます。
　男女とも、子どもから高齢者まで、住み慣れた地域
で安心して、健康に暮らすことができます。

地域では

　男女がともに企画や方針決定に積極的に参
画することによって、新しい視点や考え方が
生まれます。
　地域の話し合いの場に男女が参画し、互い
の意見を活動に反映させます。

施策・方針決定の場では
　雇用機会や待遇などの男女格差が解消さ
れ、男女ともに個人の能力を発揮できる働き
やすい職場となります。
　男女ともに希望に沿って仕事と家庭生活を
両立することを可能にする働き方ができま
す。

職場では

　子どものころから、お互いの個
性を尊重し、協力し合う意識が育
まれます。
　将来の夢や希望を持ち、自らの
意思で進路を選択し、自立してい
きます。

教育の場では

男女共同参画社会ってなに？Ｑ

男女共同参画社会ってなぜ必要？Ｑ

Ａ

Ａ
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　この計画では「性別にかかわりなく　市民一人ひとりの人権が尊重され　思いやりのあるまち」
をめざし、３つの基本目標・７つの重点的に取り組むことを掲げています。
　※詳しい内容については毎月広報紙に掲載していきます。

男女共同参画基本計画（第3次）

　男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い性
別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することが
できる社会のことを「男女共同参画社会」といいます。

「男女の人権の尊重」が大切だからです。
「男だから、女だから」という理由で、生き方や人生の選択が制限され、個性や能力を発揮する
機会が奪われてしまうことは問題です。男性も女性もすべての個人が、家庭で、職場で、職域
で、学校で、それぞれの個性と能力を発揮できる社会づくりが必要なのです。

社会や経済の変化に対応するために必要なことだからです。
少子高齢化と家族形態の変化等、社会経済環境は急激に変化しています。この変化を乗り切るた
めに、男女が性別にかかわりなく、自己の能力を自らの意思に基づいて発揮できる社会をつくる
ことが大切です。あらゆる分野に男女が対等な立場で参画し、ともに責任を担う社会「男女共同
参画社会」の実現が必要なのです。

　男女がお互いを尊重し合い、協力して家事や育児、
介護などをすることにより、家族の絆を深め、それぞれ
にとって豊かな生活を送ることができます。
　子育て支援センターの充実など、環境が整っており、
安心して妊娠、出産、子育てができます。

いちき串木野市
男女共同参画基本計画（第3次）
を策定しました（平成30年度～平成34年度）

家庭では

～ 誰もが生きやすい社会をめざして～
「男性の役割は仕事・女性の役割は家事・育児」など

性別による役割にとらわれて、不自由な思いをするのではなく
誰にとっても「幸せな社会」「生きやすい社会」を
めざすことが男女共同参画の考え方です。

計 画 が め ざ す 姿

　地域住民が尊重し合い、相手の気持ちを思いやりま
す。そして、普段から笑顔であいさつをし、声をかけ
合い、支え合う気持ちが育まれます。
　地域に残る古い慣習やしきたりが見直され、男女が
対等なパートナーとして仕事や地域活動に参画して、
活躍することができます。その活躍が、地域を活性化
するとともに、地域のつながりを深めます。
　男女とも、子どもから高齢者まで、住み慣れた地域
で安心して、健康に暮らすことができます。

地域では

　男女がともに企画や方針決定に積極的に参
画することによって、新しい視点や考え方が
生まれます。
　地域の話し合いの場に男女が参画し、互い
の意見を活動に反映させます。

施策・方針決定の場では
　雇用機会や待遇などの男女格差が解消さ
れ、男女ともに個人の能力を発揮できる働き
やすい職場となります。
　男女ともに希望に沿って仕事と家庭生活を
両立することを可能にする働き方ができま
す。

職場では

　子どものころから、お互いの個
性を尊重し、協力し合う意識が育
まれます。
　将来の夢や希望を持ち、自らの
意思で進路を選択し、自立してい
きます。

教育の場では

男女共同参画社会ってなに？Ｑ

男女共同参画社会ってなぜ必要？Ｑ

Ａ

Ａ
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　教育委員会では、平成27年度から平成29年度まで文部科学省の指定を受け、小中一貫教育の
研究・実践を行ってきました。その中で「小中一貫教育って、どんなことをしてるの？」「小中
一貫教育で、子どもたちにどんなメリットがあるの？」という声をいただくことがあります。そ
こで、今回は、これまでの小中一貫教育の取組や児童生徒の様子を紹介します。

　「中学校の先生ってどんな先生かな？」、「中学校の勉強っ
て難しいのかな？」など、中学校入学を控えた子どもたちは
様々な不安をもっています。こうした中学校への不安を減ら
し、中学校生活のスタートをスムーズにしようと、中学校と小
学校の先生が一緒に授業をする乗り入れ授業を行っています。
　平成27年度から中学校の先生が小学校へ行って授業をしたり、
小学校６年生が中学校へ行って授業を受けたりしています。乗
り入れ授業を受けた児童の感想を聞くと、「中学校の外国語は
難しいと思っていたけど、楽しくて安心した」、「中学校の先生
の授業は、ていねいで、とても分かりやすかった」と答えていま
した。

１ 中学校の先生の乗り入れ授業

　中学校区ごとに、年間３回以上の合同研修会を実施し、その
うち２回は、授業を通した研修を行っています。
　串木野中学校区と串木野西中学校区は、小学校区が重なるた
め、平成29年度から合同の取組を行っています。これまでに、
授業を通した研修や学業指導部会、生徒指導部会、教科等部会
に分かれた研修を実施しました。生冠中学校区では、学習部・
生活部・保健体育部に分かれて、合同研修会を実施しました。
　学習部では、小・中学校共通の「学習の手引き」を作り、中
学校に進んでもスムーズに学習に取り組めるようにしました。
　また、生活部では、三校共通実践について情報交換をし、保
健体育部では、９年間での子どもたちの体力向上の取組につい
て話し合いました。

２ 中学校区ごとの合同研修会

　羽島中学校区では、平成26年度から小中合同運動会を実施していま
す。小・中合同で練習を行ったり、事前に職員や児童生徒が合同で会議
や打合せをしたりしています。
　特に、合同練習では、中学生がリーダーシップをとり、小学生に優し
く指導しました。

３ 小・中学校合同の行事

学校教育課（☎21-5127）

　市内の小学校６年生と中学校１年生及びその保護者、教職員を対象に、平成27年から29年
のそれぞれ12月にアンケート調査を実施しました。

４ アンケート調査から

　中学校の先生が小学校の先生と一緒になって授業をする乗り入れ授業は、外国語活動を中心
に各中学校区の実情に応じて行っていますが、徐々に他教科へも広がってきています。
　また、平成30年度は、12月11日に市来中学校でモデル校としての公開研究会の開催を予定
しています。保護者や地域の方々の多くの参加をお待ちしています。
　平成30年度以降は、新たに串木野中学校区、串木野西中学校区の順でモデル校に指定し、公
開研究会等を行い、実践発表や情報交換の場としていく予定です。

５ 今後の取組

学年等

小６

中１

保護者

教職員

H27年度アンケート項目

「中学校生活で不安に思っていることは何です
か。」に対し、「教科ごとに先生が違うこと。」
と答えた割合

H28年度 H29年度

14％ 12％ １0％

「中学校生活で不安に思っていることは何です
か。」に対し、「新しい友達」と答えた割合 14％ 17％ 12％

「小学生の時に、中学校生活について見たり聞
いたりして参考になったことは何ですか。」に
対し、「中学校の先生に授業をしてもらったこ
と」と答えた割合

9％ 11％ 14％

「中学校でさらに充実させてほしいと思うこと
は何ですか。」に対し、「中学校と小学校の合
同の授業」と答えた割合

16％ 17％ 23％

「小学校と中学校での教育を、教員相互の交流
や連携を行うなど、小学校と中学校が連続性を
もった教育をする必要があると思いますか。」
に対し、「必要である」等肯定的に答えた割合

83％ 84％ 86％

「乗り入れ授業を経験しましたか」に対し、
「経験した」と答えた割合 27％ 42％

　市来中学校区では、小・中合同「特別支援学級交流会」を開
きました。小学校の特別支援学級に在籍する児童の保護者の
「中学校の特別支援学級について知りたい」という要望に応
え、中学校体験入学の特別支援学級版として４年前に始まり
ました。
　また、平成29年度は調理実習を行い、１学期はそうめん流
し、２学期はカレーとケーキ作りを一緒にしました。中学生
との交流により、小学生は中学校生活への不安を減らすこと
ができたようです。 【羽島中校区の合同運動会】

【中学校体育教諭の乗り入れ授業】

【中学校英語教諭の乗り入れ授業】

【串木野中・串木野西中の合同研修会】

【生冠中校区の学習の手引き】

教育委員会だより
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　教育委員会では、平成27年度から平成29年度まで文部科学省の指定を受け、小中一貫教育の
研究・実践を行ってきました。その中で「小中一貫教育って、どんなことをしてるの？」「小中
一貫教育で、子どもたちにどんなメリットがあるの？」という声をいただくことがあります。そ
こで、今回は、これまでの小中一貫教育の取組や児童生徒の様子を紹介します。

　「中学校の先生ってどんな先生かな？」、「中学校の勉強っ
て難しいのかな？」など、中学校入学を控えた子どもたちは
様々な不安をもっています。こうした中学校への不安を減ら
し、中学校生活のスタートをスムーズにしようと、中学校と小
学校の先生が一緒に授業をする乗り入れ授業を行っています。
　平成27年度から中学校の先生が小学校へ行って授業をしたり、
小学校６年生が中学校へ行って授業を受けたりしています。乗
り入れ授業を受けた児童の感想を聞くと、「中学校の外国語は
難しいと思っていたけど、楽しくて安心した」、「中学校の先生
の授業は、ていねいで、とても分かりやすかった」と答えていま
した。

１ 中学校の先生の乗り入れ授業

　中学校区ごとに、年間３回以上の合同研修会を実施し、その
うち２回は、授業を通した研修を行っています。
　串木野中学校区と串木野西中学校区は、小学校区が重なるた
め、平成29年度から合同の取組を行っています。これまでに、
授業を通した研修や学業指導部会、生徒指導部会、教科等部会
に分かれた研修を実施しました。生冠中学校区では、学習部・
生活部・保健体育部に分かれて、合同研修会を実施しました。
　学習部では、小・中学校共通の「学習の手引き」を作り、中
学校に進んでもスムーズに学習に取り組めるようにしました。
　また、生活部では、三校共通実践について情報交換をし、保
健体育部では、９年間での子どもたちの体力向上の取組につい
て話し合いました。

２ 中学校区ごとの合同研修会

　羽島中学校区では、平成26年度から小中合同運動会を実施していま
す。小・中合同で練習を行ったり、事前に職員や児童生徒が合同で会議
や打合せをしたりしています。
　特に、合同練習では、中学生がリーダーシップをとり、小学生に優し
く指導しました。

３ 小・中学校合同の行事

学校教育課（☎21-5127）

　市内の小学校６年生と中学校１年生及びその保護者、教職員を対象に、平成27年から29年
のそれぞれ12月にアンケート調査を実施しました。

４ アンケート調査から

　中学校の先生が小学校の先生と一緒になって授業をする乗り入れ授業は、外国語活動を中心
に各中学校区の実情に応じて行っていますが、徐々に他教科へも広がってきています。
　また、平成30年度は、12月11日に市来中学校でモデル校としての公開研究会の開催を予定
しています。保護者や地域の方々の多くの参加をお待ちしています。
　平成30年度以降は、新たに串木野中学校区、串木野西中学校区の順でモデル校に指定し、公
開研究会等を行い、実践発表や情報交換の場としていく予定です。

５ 今後の取組

学年等

小６

中１

保護者

教職員

H27年度アンケート項目

「中学校生活で不安に思っていることは何です
か。」に対し、「教科ごとに先生が違うこと。」
と答えた割合

H28年度 H29年度

14％ 12％ １0％

「中学校生活で不安に思っていることは何です
か。」に対し、「新しい友達」と答えた割合 14％ 17％ 12％

「小学生の時に、中学校生活について見たり聞
いたりして参考になったことは何ですか。」に
対し、「中学校の先生に授業をしてもらったこ
と」と答えた割合

9％ 11％ 14％

「中学校でさらに充実させてほしいと思うこと
は何ですか。」に対し、「中学校と小学校の合
同の授業」と答えた割合

16％ 17％ 23％

「小学校と中学校での教育を、教員相互の交流
や連携を行うなど、小学校と中学校が連続性を
もった教育をする必要があると思いますか。」
に対し、「必要である」等肯定的に答えた割合

83％ 84％ 86％

「乗り入れ授業を経験しましたか」に対し、
「経験した」と答えた割合 27％ 42％

　市来中学校区では、小・中合同「特別支援学級交流会」を開
きました。小学校の特別支援学級に在籍する児童の保護者の
「中学校の特別支援学級について知りたい」という要望に応
え、中学校体験入学の特別支援学級版として４年前に始まり
ました。
　また、平成29年度は調理実習を行い、１学期はそうめん流
し、２学期はカレーとケーキ作りを一緒にしました。中学生
との交流により、小学生は中学校生活への不安を減らすこと
ができたようです。 【羽島中校区の合同運動会】

【中学校体育教諭の乗り入れ授業】

【中学校英語教諭の乗り入れ授業】

【串木野中・串木野西中の合同研修会】

【生冠中校区の学習の手引き】

教育委員会だより
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～みつけよう。私だけの一冊～

『硝子の魔術師』

チャーリー・Ｎ．ホームバーグ／著　　原島　文世／訳
早川書房

紙の魔術師になるべく、セイ
ン師のもとで実習にはげむ
シオ二―。ある日、彼女が見
学していた紙工場が、何者か
に爆破される事件が起きる。

◆５月のおはなし会
　串木野本館
　　５日（土）15：00～16：00　※�子ども読書の日SP

おはなし会
　　19日（土）15：00～15：30
　〈ひよこえほん　乳幼児向けおはなし会〉
　　13日（日）11：00～11：30
　 市来分館
　　12日、26日（土）11：00～11：30

◆本・雑誌のリサイクル市
　�　保存期限を過ぎた雑誌やリサイクル本として寄
贈された本を１人５冊まで持ち帰ることができま
す。

　　期間：５月３日（木）～　５月６日（日）
　　時間：図書館開館時間（最終日は15：00まで）
　　場所：串木野本館ロビー・いちきアクアホール内
　　※なくなり次第終了となります。

『ママが10にん!?』

天野　慶／文　　はまの　ゆか／絵
ほるぷ出版

ぼくがママに話しかけても、いつ
も「またあとで」ばっかり。ママ
が、10人いればいいのになあ。そ
う思いながらママの絵を描いてい
たら、ママが何人も出てきて…。

『うみべのこねこ』

宇野　克彦/作　　西川　おさむ/絵
ひさかたチャイルド

海辺に捨てられた子猫は、かにと
一緒に、釣り糸が羽根にからまっ
ていたかもめを助けました。子猫
が成長していく姿を描いたお話。
夢を持つ大切さを伝える絵本。

『護られなかった者たちへ』

中山　七里／著
ＮＨＫ出版

仙台市の福祉保健事務所　課長・
三雲が死体で発見。三雲は人格
者として知られ、捜査は暗礁に
乗り上げる。死体発見から遡る
こと数日、模範囚が出所し…。

一般図書
【本館】

一般図書
【分館】

児童図書
【本館】

児童図書
【分館】

◆５月の移動図書館車巡回日程
コース 巡回日 コース 巡回日
１コース ８日（火） ９コース 17日（木）
２コース ９日（水） 10 コース 22日（火）
３コース 10日（木） 11 コース 23日（水）

４コース 11日（金）
13：05～ 12 コース 24日（木）

５コース 11日（金） 13 コース 29日（火）
６コース 16日（水） 14 コース 30日（水）
７コース 18日（金） 15 コース 31日（木）
８コース 21日（月）

いちき串木野市立図書館
【開館時間】
　9：00 ～ 19：00（土・日・月曜日は 17：00 まで）
　串木野本館　☎ 33-5655
　市 来 分 館　☎ 21-5800

各コースの詳細は市のホームページまたは
右のQRコードからご覧ください。図書館へ
直接の電話でもご案内できます。

コース詳細
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高齢になると、気づかないうちに栄養が足りない状態になることが少なくありません。
慢性的に栄養が足りなくなって筋肉量が減少（サルコぺニア）すると、身体活動がス
ムーズに行えなくなります。また、転倒して骨折するなどの恐れも出てきます。身体
を動かしにくいと運動量は少なくなるため食欲がわかず、ますます栄養が足りなくな
るという悪循環（フレイル・サイクル）に陥ってしまうこともあります。

高齢期の食生活
～しっかり食べて低栄養を予防しましょう！～

☆食生活のポイント☆　　　

串木野健康増進センター☎33-3450

フレイル＝要介護になる一歩手前。
身体的、精神的、社会的に虚弱な状態

こんな様子はありませんか？
≪低栄養の危険サイン≫
◆ 半年間で体重が2～3kg減少している
◆ BMI（体格指数）が２０未満
　 BMI＝体重(kg)÷身長(ｍ)÷身長(ｍ)

目標BMI
５０～６９歳 20.0～24.9
７０歳以上　 21.5～24.9

25以上
は肥満

● 朝食、昼食、夕食の３食をきちんとたべましょう
一度にたくさん食べられない場合は、間食で補いましょう。

● １食のなかで主食、主菜、副菜を組み合わせてバランスよくたべましょう

● 家族や友人と会話をしながら食事を楽しみましょう

副菜
(野菜・きのこ類・いも類の
おかず)を毎食１品

主菜
(肉・魚・卵・大豆製品の
おかず)を毎食１品

主食
(ご飯・パン・めん類)
を毎食１品

(牛乳・乳製品・
 くだもの)も毎日欠かさず

低栄養

フレイル・サイクル

サルコぺニア
（筋肉量の減少）

食欲がわかない
（摂取エネルギー量の減少）

動かない・動けない
（身体活動量の減少）
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【 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

　新学期が始まりました。子どもへ不審者が声を掛けたり、つきま
とったりする事案は、午後３時から７時までの下校・帰宅中に集中
して発生しています。
　子ども達を犯罪や事故から守るため、登下校時間に合わせて子ど
もの見守り活動へご協力ください。できる人が、できる時に、でき
ることを無理なく行える範囲でかまいません。

● 警察や学校では、「いかのおすし」を合言葉に、登下校時の
　 声掛け対応訓練など子ども達が自分の身を守るための防犯指
　 導を行っています。

● 保護者は、子どもと通学路や遊び場等を一緒に歩き「子ども
　 １１０番の家」やコンビニ、人のいる店舗・住宅を確認しま
　 しょう。 子どもには、「知らない人にはついて行かない」「何
　 かあったらそこに逃げ込む」ことを教えましょう。

● 子ども達を犯罪から守るため、「自分たちのまちは自分たちで守る」という
　 気持ちで、みんなが力を合わせて地域全体で見守りましょう。

● 青パト隊の皆さん、地域住民や子ども達に安心感を与える見守り活動へ　 
　 ご協力をお願いします。

　子ども達が犯罪被害に遭ったり、または遭いそうになった場合に、助けを求めたり、警察へ通
報を頼める場所として、警察署が子ども達の通学路や公園などの周辺にある、商店や民家に委託
しているのが「子ども 110 番の家」です。一目でわかるように、緑と黄色の「子ども 110 番の家」
のぼり旗を立てています。
　いちき串木野市内では 84 箇所あります。
　もしもの時はすぐ駆け込み、「いつ、どこで、何があったか」を「子ども 110 番の家」の人に
伝えてください。

地域で子どもを見守り育てる活動に協力を

子ども１１０番の家

　３月８日、防犯協会は、地域で活動す
る青パト隊５団体に燃料代の一部を助成
しました。
　青色防犯パトロール隊は、隊員の自家
用車に青色回転灯やドライブレコーダー
を装着し、地区内を週２～３回巡回パト
ロールし、子ども達の下校中の見守りや
不審者等の早期発見など、地区の見守り
活動を続けています。

青パト隊に燃料代助成

～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 地域安全

ニュース
まちづくり防災課
（☎33-5631)

イ
カ の お

す
し

防犯
パトロール
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お知らせ版

I N F O R M A T I O N

　議会活動や市政の状況を市民の皆様に直接報
告・説明し、議会に対する理解を深め、また市民
の皆様から意見・提言等を伺うため、「議員と語
る会」を次の日程で開催します。
　多数の参加をお待ちしております。

市議会「議員と語る会」を開催します
議会事務局（☎33-5648）

　お子さまの予防接種は、接種対象年齢の間は無
料で接種できます、特に追加接種が必要なワクチ
ンの受け忘れはありませんか。
　母子手帳の接種歴の確認をお願いします。
　市外から転入した場合は、以前の居住地で発行
された予診票では接種できません。
　串木野健康増進センターに予診票の発行を依頼
してください。
　子育て支援モバイルサービスで予防接種案
内を受け取れます。

●登録方法
　登録方法は簡単で、右のQR
コードをスマホや携帯で読取り、
手順に従い必要な情報を入力する
だけです。
　なお、登録内容は、個人を特定できない内容に
なっております。
※登録は無料です。（通信費、パケット代はご自
身での負担となります。）

お子さまの予防接種受け忘れはありませんか
串木野健康増進センター（☎33-3450）

　水道メーターの検針人を募集します。
　応募する方は、履歴書を上下水道課に提出して
ください。詳しくはお問い合わせください。
●募集人員　１人
●応募資格　�市内居住者で昭和28年４月２日以降

に生まれた方
●業務内容　水道メーター検針（毎月３日から９日）
●検針地区　日出町、麓、旭町など
●委託件数　約1,200件
●手　　当　検針１件につき65円
●契約期間　７月から平成31年３月まで
　　　　　　※６月検針期間に研修あり
　　　　　　※契約更新あり
●募集期間　５月17日（木）受付まで
●面　　接　５月25日（金）午前中予定
●応募・問合せ　上下水道課上水管理係

水道メーターの検針人募集
上下水道課（☎21-5155）

☆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）
　３月の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。

上
うえはら
原　百

も も か
々花ちゃん・佐

さとう
藤　祐

ゆ ま
舞ちゃん

内
うちだ
田　光

こうせい
星くん　　・戸

とがわ
川　陽

ひなの
菜ちゃん

宇
う と
都　蒼

あおの
乃ちゃん　・時

ときさき
﨑　華

はな
ちゃん

久
く ぼ
保　凜

り り な
々愛ちゃん・宝

ほうらい
来　勇

ゆうと
人くん

黒
くろき
木　心

こはる
陽ちゃん　・村

むらた
田　愛

あいり
莉ちゃん

日　時 場　　　　所 対象地区

5/14（月）
19：30～

市来地域公民館 湊・湊町
生福交流センター 生福
野平交流センター 野平

5/15（火）
19：30～

照島交流センター 照島
川上交流センター 川上
冠岳交流センター 冠岳

5/16（水）
19：30～

羽島交流センター 羽島
中央公民館 大原
川北交流センター 川北

5/17（木）
19：30～

川南交流センター 川南
荒川交流センター 荒川
本浦交流センター 本浦

5/18（金）
19：30～

上名交流センター 上名
中央交流センター 中央
旭交流センター 旭

5/19（土）
19：30～ 土川交流センター 土川

※ご都合に合わせて各会場へお越しください。
答えはこの広報紙のどこかにあります。

問い：　いちき串木野市は、昔から遠洋マグ
ロ漁業で栄え、マグロ漁船の保有船籍
も日本一を誇ります。
　マグロには様々な種類があり、脂が
乗ったクロマグロは最も高級とされ、
「マグロの王様」といわれています。
　さて、このクロマグロと肩を並べ高
級といわれる、昨年本市でも初めて水
揚げされたマグロは、次のうちどれで
しょうか。

①キハダマグロ
②ミナミマグロ
③メバチマグロ

　ミナミマグロは、オーストラリアや南アフリカ
沖などの海域で獲れるマグロで、濃厚な脂と甘み
で、寿司ネタとしても人気の種類です。
　４月29日、30日に開催される「ま
ぐろフェスティバル」でも出会えるか
もしれないので、ぜひ会場に足を運ん
でみては。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□

クイズ 知っちょっけ？クイズ 知っちょっけ？

クイズ 知っちょっけ？クイズ 知っちょっけ？
答え：②ミナミマグロ
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　今月より、市県民税課税世帯の方の入院時食事
代が、現在の一食当たり360円から460円に引き上
げられます。
　なお、市県民税非課税世帯の方の入院時食事代
は、今までどおり変更ありません。
　詳しくはお問い合わせください。
●問合せ　健康増進課保険給付係　☎33-5613

入院時の食事代が変わります
健康増進課（☎33-5613）

　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　５月31日（木）　10：00～15：30
●場　　所　串木野庁舎　地下大会議室
●相 談 員　川内年金事務所職員
●申込期限　５月24日（木）
※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
・�本人確認書類　（運転免許証、マイナンバーカー
ド、健康保険証等）

※代理の場合、委任状と代理人の本人確認書類
●申込・問合せ　市民課市民相談係☎33-5612
　　　　市来庁舎市民課市民生活係☎21-5114

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

　国・県や市に対する苦情、意見、要望などにつ
いて、本市担当の行政相談委員が相談に応じます。
　相談は無料です。
［串木野地域・市来地域合同］
●日　　時　５月10日（木）９：00～12：00
●場　　所　中央公民館
●相談委員　東　節代　・　德重　涼子

春の巡回行政相談
まちづくり防災課（☎33-5632）

　税理士が、電話で税金に関する相談に無料（20
分以内）にて応じます。
　受付担当者がお住まいの地域及び電話番号を尋
ね、近くの税理士から直接折り返し電話し相談に
のります。
　詳しくは、「南九州税理士会ホームページ」
（http://www.mkzei.or.jp/）をご覧ください。
●相 談 時 間　平日　10：00～16：00
　　　　　（土日・祝祭日、夏季、年末年始等は休室）
●フリーダイヤル　0120-373-678

南九州税理士会「もしもし税金相談室」
税務課（☎33-5616）

　串木野日置法人会では、公益社団化５周年を記
念して、演劇を開催します。年金や一人暮らしな
ど、高齢者を取り巻く社会問題を鹿児島弁で面白
おかしく演じます。
●日　時　５月13日（日）14：00～（開場13：30）
●場　所　市民文化センター
●入場料　無料
●問合せ　串木野日置法人会事務局中島
　　　　　☎47-1279

鹿児島弁演劇「オモシテガ‼」
税務課（☎33-5616）

水田に転作作物を作付けする方は
交付申請書の提出を

農政課（☎33-5635）

　水田で加工用米、飼料作物、販売用の野菜等を
生産した生産者には、作付した作物の種類や作付
面積に応じて国から交付金が交付されます。
　交付金の交付を受けるには、経営所得安定対策
の交付申請書類の提出が必要です。交付申請書類
は、４月20日頃から順次、農業共済連絡員が配付
します。（一部郵送）
　申請書類にある作物ごとの交付金額などを参考
に営農計画を立て、５月７日（月）までに交付申
請書類を提出してください。
　なお、４月末までに書類が届かない方や新たに
転作作物を水田に作付けする方はお問い合わせく
ださい。
　そのほか、認定農業者等を対象に、米の販売収
入が下落した際、減収額を補てんする制度（ナラ
シ対策）があります。
　米の直接支払交付金（10アールあたり7,500円）
は、平成29年度で廃止されました。
●問合せ　農政課農林係　☎33-5635

「西郷どんと行く！
麓地区歴史探訪まち歩き」開催

観光交流課（☎33-5640）

　麓地区の長谷場家と交友があった西郷隆盛。西
郷が遺した資料に触れながら麓地区との関わりを
紐解きます。
●日　　時　４月28日（土）　10：00～12：00
●集合場所　上名交流センター
●内　　容　�大中公の廟、歴史資料収集家・加藤

家、旧入来家の五葉松、南方神社、
長谷場純孝生誕地など

●対　　象　小学生以上
●募 集 数　10名程度（要予約）
●申込期限　開催日の前日
●参 加 料　無料
●用意する物　動きやすい服装・靴、雨具、飲み物
●申込・問合せ　観光交流課（板垣）☎33-5640
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●日　　時　５月14日（月）から10月29日（月）
　　　　　　全20回　毎月曜日９：30～11：30
　　　　　　開講式　５月14日（月）９：30～
●場　　所　串木野体育センター　等
●対 象 者　市内に居住する60歳以上の方
●定　　員　60名（定員になり次第締め切ります）
●内　　容　健康体操及びニュースポーツ
●参 加 料　保険料　60歳から64歳…1,850円
　　　　　　　　　　65歳以上…1,200円
●申込方法　�４月24日（火）から５月１日（火）

まで市民スポーツ課（市来庁舎）
または串木野体育センター（☎32-
1899）で保険料を添えて申し込んで
ください。（期限厳守）

健康つくりスポーツ教室生募集
市民スポーツ課（☎21-5129）

第49回公民館対抗ベストメンバー
バレーボール大会参加者募集

市民スポーツ課（☎21-5129）

●日　　時　５月15日（火）～19日（土）　
　　　　　　全日20：00～
　　　　　　（参加チーム数により期間は変更されます）
●場　　所　市来体育館
●試合方法
　�日本バレーボール協会の９人制ルールを基本
に、一部、大会特別ルールを採用し、参加チー
ムを３つのクラスに分けて行います。

　詳しくは事務局へお問い合わせください。
●参加資格　
　�本市居住者で平成15年４月１日以前に生まれた
男女により１公民館によるチーム編成とする
が、戸数の少ない公民館等においては２公民館
（近隣）での編成を認める場合もあります。
●申込締切　５月２日（水）まで
●申込・問合せ
　市民スポーツ課飯山　　☎21-5129
　総務課前田　　☎33-5633

●日　　時　５月13日（日）８：30開会
●場　　所　いちき串木野市庭球場
●競技方法　団体戦、個人戦（一般の部、女子の部）
　　　　　　※個人戦はトーナメント方式
●参加資格　�市内に居住または勤務・在学・所属

する中学生以上
●参 加 料　【団体１チーム2,000円】
　　　　　　（ただし、中学1,000円）
　　　　　　【個人戦１ペア1,000円】
　　　　　　（ただし、中学400円）
●参加申込　�５月２日（水）までに市ソフトテニ

ス連盟事務局（健康増進課池之上☎
33-5673）へ

※�土曜日の午前中、小学生を対象にしたソフトテ
ニスジュニアクラブも活動中です。興味のある
方は事務局へお問い合わせください。

第42回　市内ソフトテニス大会参加者募集
市民スポーツ課（☎21-5129）

　居住地（市内・市外）を問わず受講できます。先着順で定員になり次第、受付終了となります。託児
サービスはありません。
●場所　いちき串木野市総合観光案内所研修室

●申込・問合せ　いちき串木野市総合観光案内所　☎32-5256　

いちき串木野市総合観光案内所　５月体験講座参加者募集
観光交流課（☎33-5640）

第31回Ｂ＆Ｇ杯女性ミニバレーボール大会
参加者募集
市民スポーツ課（☎21-5129）

●日　　時　５月13日（日）開会式９：00
●場　　所　Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
●参加資格　�市内に居住または勤務する小学４年

生以上の女性
●申込方法　�４月29日（日）までにＢ＆Ｇ海洋セ

ンター体育館へ申込書を提出
●参 加 料　１チーム　1,000円（大会当日納入）
●申込・問合せ　Ｂ＆Ｇ海洋センター　☎32-8994

検索いちき串木野市総合観光案内所

講座 日時 対象・定員 内容
参加料

（材料代）
お一人

申込
期限

子にも孫にも伝えた
い！ふるさとの味

5/19（土）
13：30～16：30

どなたでも
20名

鹿児島を代表する味。かるかん・
あく巻き・さつま揚げ作りを予
定。

1,200円 5/12
(土)

切り絵師に学ぶ
【切り絵体験】

平日の約２時間
（１週間前までに要予約）

10名
（１名から

催行）

はがきサイズの作品を作ります。
（体験場所：アトリエ武蒼） 3,000円 通年
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※受講料等は、各講座で異なります。また、会場・予定日等は変更になることがあります。
　●申込方法
　　①�このページの受講希望申込書を切り取り、社会教育課、中央公民館、いちきアクアホールへ５月

11日（金）までに提出してください。ＦＡＸ（社会教育課）でも申し込めます。
　　②　加入手続等については各講座から後日、直接連絡があります。
　●申込・問合せ
　　　社会教育課　☎21-5128　　〒899-2192　湊町１丁目１番地

平成30年度　生涯学習講座（自主講座）のご案内
社会教育課（☎21-5128）

　市内では、公民館講座から自立した、たくさんのグループが自主講座として活動しています。
　生活の充実や健康増進・生きがいづくりのために、皆さんの参加をお待ちしています。

講座名（講座生より） 開講場所 開講予定日 時　間
アートフラワー（布を染めて自分だけの花づくりを楽しみます）

市来地域公民館
毎月１回（第３火曜日） 13：00～16：00

市来コーラス（女声コーラスグループです。一緒に歌いましょう） 毎月４回（毎週水曜日） 10：00～12：00
絵画教室（油絵描画を楽しんでいます。仲間づくりも） 毎月１回（第３土曜日） 13：30～15：30
鹿児島弁学習会（かごしま弁を学び生活に生かします）

中 央 公 民 館
毎月１回（第２土曜日） 14：00～16：00

串木野古文書会（明治19年「入来定穀日誌」を読み明治時代の生活を知りましょう） 毎月１回（第４土曜日） 10：00～12：00
コーラスはまゆう（女性・男性問わず楽しく歌いましょう）

市来地域公民館

毎月２回（第２・４水曜日） 13：30～15：30
古文書に親しもう（古文書解読から史跡見学まで学びます） 毎月１回（第３土曜日） 10：00～12：00
茶道自主講座（日本の伝統文化を気軽に一緒に楽しみませんか） 毎月２回（第１・３水曜日） 13：30～16：30
女声合唱団コールあじさい（楽しく合唱の練習をしています） 毎月３回（第１・２・３火曜日） 9：45～11：30
水墨画「翔龍会」（四季の風景を先生の話を聞きながら描きます） 毎月２回（第２・４金曜日） 13：30～15：30
ズンバBAILA・K（ラテン音楽に合わせて楽しく踊ってストレス解消）上名交流センター 毎月４回（毎週火曜日） 19：30～20：45
大正琴（興味のある方、一緒に楽しみましょう） 中央・市来地域公民館 毎月４回（第１・３月・火曜日） 13：30～15：30
渚ハーモニカクラブ（ハーモニカを楽しみましょう。初心者大歓迎）

市来地域公民館
毎月２回（第１・３土曜日） 9：30～12：00

パッチワーク「織布」（パッチワークでバッグ、小物づくりを楽しみます） 毎月１回（第４水曜日） 13：00～16：00
盆栽同好会（鉢物を中心に手入れを楽しみます） 薩 摩 金 山 蔵 毎月２回（第２・４金曜日） 9：30～11：30

エンジョイフィットネス「ズンバ」
� (楽しい音楽で体を動かし身も心もすっきり！） 市来地域公民館 毎月８回（毎週月・金曜日） ㈪10：00～12：00

㈮19：30～21：30

レクリエーションダンス（音楽に合せて体を動かしましょう）いちきアクアホール 毎月４回（毎週火曜日） 20：00～22：00

（切り取り線）

受講希望申込書� 社会教育課�Fax�36-5044

氏
フリ
　　　　名

ガナ 住　所　(〒　　　　　　　　) 公民館 年　齢 電話番号

いちき串木野市

受 講 希 望 講 座

　●自主講座
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４月の市税納期
税務課（☎33-5682）

納期限内の納付にご協力ください。
　今月の口座振替日は、４月25日です。口座振替
の方は、預金残高の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・届出印を持参のうえ、お手続き
ください。
すてきだな　ぜいきんはらう　みんなのこころ

（平成29年度「税に関する標語入賞作品」より）

国民健康保険税　　　　第１期
介護保険料　　　　　　第１期
後期高齢者医療保険料　第１期

５月１日

お　く　や　み　（３月届出分）
故　人 年齢 住所または

公民館
喪主または
届出人

森　　　勇　雄 90 下 山 森　　三重

下迫田　シ　ヅ 98 別 府 古市　裕美

木　場　一　男 97 内 門 木場　テル

吉　村　サツ子 85 新 生 町 星原　　恵

塩　屋　ナ　ミ 97 東塩田町 塩屋　寛一

木口屋　𠮷　則 91 日 出 町 木口屋ユミ

松　元　ヨシ子 77 生 福 松元　次夫

向　井　チ　ギ 96 元 町 向井　研一

下　中　フ　ミ 95 崎 下 手 下中　　修

森　田　鉃　男 80 御 倉 町 森田　悦子

坂　口　イツ子 84 生 野 坂口与志浩

木之下　トシ子 97 春 日 町 木之下賢三

馬場添　一　己 93 寺 迫 馬場添　誠

濵　口　一　義 91 本 浦 東 濵口　哲成

田重田　　　敏 95 下 手 中 田重田アキヱ

山　下　 　子 87 市 口 山下　義弘

井之原　英　三 90 河 内 井之原健二

前　田　三　雄 84 別 府 前田　トク

５月の心配ごと相談
社会福祉協議会（☎32-3183）

　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６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

相談場所
及び
相談時間

相談種別
相談日

相談員２日 11日 18日 25日
水 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

１日 ８日 15日 ―
心配ごと
相 談 員

火 火 火 ―
○ ○ ○ ―

平成30年３月末 前月比
総人口 28,202 人 △209 人
男 13,245 人 △ 94 人
女 14,957 人 △115 人

世帯数 13,283 世帯 △ 62 世帯

人 口 の 動 き

第37回いちき串木野市春季親善
グラウンド・ゴルフ大会参加チーム募集

市民スポーツ課（☎21-5129）

●日　　　時　５月19日（土）開会式９：00
　　　　　※雨天の場合は５月26日（土）に順延
●場　　　所　多目的グラウンド
●参 加 資 格　中学生以上の市民
●チーム編成　１チーム５人編成
●参 加 料　１人500円（当日徴収）
●�申 込 方 法　５月10日（木）までにチーム名・
代表者の住所氏名・電話番号を記名しＦＡＸ等
で申し込んでください。（様式自由）

●申込・問合せ　市グラウンド・ゴルフ協会
　浅谷☎・FAX　33-1316　上迫田☎・FAX　32-3789
　橋口☎・FAX　36-3920　萩原☎・FAX　36-3217

　串木野さのさ保存会では、一緒に活動する会員
を募集しています。市内在住の方ならどなたでも
会員になれます。
　練習は毎週水曜日午後８時から西浜公民館で
行っています。
●申込・問合せ　高橋　☎090-7399-0452

「串木野さのさ保存会」会員募集
社会教育課（☎21-5113）
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　今年の桜は例年より早く咲き、長く楽しめたように思います。長崎鼻公園にあ
る海浜児童センターでは、初夏を思わせる陽気の中、まだ咲いている桜を押しの
けるかのように木々の新緑が芽吹き、春休みでボール遊びに熱中する子どもたち
に涼しい木陰をつくっていました。

春休み

「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。

今月のカバー

かわいい天使たち
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、または住所で掲載しています。
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笑顔のたえない
明るい子に育ってね♡
父 : 勇樹さん・母：加奈さん

塩屋　咲ちゃん（春日町）　
さき

お兄ちゃんと仲良く、
元気にすくすく育ってね
父 : 兼之さん・母：真衣子さん

山下 寧々ちゃん（酔之尾東）　
ね　ね

元気に生まれてきてくれて
ありがとう♡
父 : 涼太さん・母：香菜子さん

坂口 葵衣ちゃん（東塩田町）　
あお　い

お姉ちゃんと仲良く、
元気に成長してね
父 : 裕之さん・母：真貴子さん

酒匂 結生ちゃん（袴田）　
ゆ　う

大きく育ってね♡
りんとして、はばたいてね♡
父 : 弥裕士さん・母：尚矢さん

佐藤 凛翔くん（桜町）　
りん　と
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