
　４月４日、照島神社へ気持ちよく参拝できるよ
うにと、神社周辺の清掃活動が行われました。
　これは、照島神社周辺への観光客を増やすため、
市観光特産品協会が「舵取り物語プロジェクト」
として行っている取組で、高校生へ行ったアンケー
トで神社周辺の印象に「暗い」「怖い」などがあっ
たため、まずは明るい環境づくりをしようと今回、
初めて行われたものです。
　この日は、近くの照島商店会や島平漁協など約
70名が参加し、神社周辺のごみ拾いや草払いなど
を行いました。
　今後は、照島神社周辺へさらに観光客等が増え
るよう継続的に活動を行う予定です。

　４月20日、市女性連から照島小学校に新型コロ
ナウイルス感染症対策として手作りマスク200枚が
寄贈されました。
　手作りマスクは、各地区の女性連の会員により
交流センター等で大切に作られたもので、マスク
には会員のメッセージも添えられています。
　この他すべての各市立幼・小・中学校に2,000枚
を超える手作りマスクが贈られました。

市女性連から市内小中学校へ
手作りマスクを寄贈

舵取り物語プロジェクト

　15年にわたり民生委員・児童委員を務め、昨年
11月30日で退任された萩元惟士さん（平山）に、
厚生労働大臣特別表彰が授与され、市長が表彰状
の伝達を行いました。
　萩元さんは15年を振り返り、地域の皆さんの協
力があって続けることができたと、活動の苦労を
話しました。
　おめでとうございます。

民生委員・児童委員　厚生労働大臣特別表彰

　亀﨑染工有限会社では、新型コロナウイルスに
よる対策でテイクアウトを始めた飲食店を支援す
る活動としてのぼり旗を製作し、無償で提供しま
した。
　代表の亀﨑昌大さんは、「我々も仕事が減り大変
だが、困っている飲食店のためにできることはな
いか」と考えて始めたそうで、４月下旬に近所の
飲食店から配り始めると、口コミやSNS等で反響
が広がり、県内自治体から100枚分の注文を受け、
その売り上げを製作費に充てるなどして、市内外
合わせて約200枚を無償で提供しました。また、
県外の染物業者からも問い合わせがあり、亀﨑さ
んが会長を務める全国青年印染経営研究会を通じ
企画内容とデザインを共有することで、全国に同
じ活動が広がりを見せているそうです。
　現在、亀﨑染工での申込みは終了しています。

亀﨑染工　のぼり旗
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　旭小学校が今年度「人権の花」運動の指定を受け、
４月10日に開会式が行われました。
　開会式では、鹿児島地方法務局川内支局長が「人
権とは、一人ひとりの人間が幸せになる権利があ
るということです。花の世話を通して、みなさん
の心の中にも人権の花がますます大きく育つこと
を願います」とあいさつし、市から児童代表の邑
上樹愛さん（６年）へひまわりの種などの目録が
贈られました。また、南鶴もかさん（５年）が「花
いっぱい優しさいっぱいの旭小学校にします」と
お礼を述べました。

人権の花運動

　４月１日に川口キエさん（昭和通）が、100歳の
誕生日を迎えられました。
　川口さんには、市からお祝いの花や記念品など
を贈呈しました。現在、本市の100歳以上の方は34
名（４月１日時点）です。
　いつまでもお元気で長生きしてください。

100歳おめでとうございます

　生福地区にある斉連茶屋では、地域でのふれあ
いを大事にし、地域で子ども達を育てていこうと、
地元の食材を使ったり、地域のボランティアの方々
の手伝いをもらって行う、子ども食堂を5月から始
めるそうです。
　中学生以下は無料で、毎月最後の日曜日に行う
予定です。
　また、５月１日から６日までは、無料でお弁当
を提供しました。新型コロナウイルス感染症の影
響もあり、室内での飲食はできませんでしたが、
訪れた子ども達や家族連れは、お弁当をもらって
うれしそうに帰って行きました。

ゴールデンウィークにお弁当振る舞い

　５月３日から６日までの４日間、市役所串木野
庁舎正面駐車場で、市内飲食業店のお弁当がドラ
イブスルー方式で販売されました。
　これは、新型コロナウイルス感染症の影響で、
消費が減少している地元の飲食業店を応援しよう
といちき串木野商工会議所青年部が企画したもの
で、６店舗の出品がありました。
　期間中は、地元の飲食店の味を楽しもうと、長
い行列ができるなど、大盛況でお弁当も完売しま
した。

GENKIにドライブスルー

　JAさつま日置みかん選果場では、マンゴーの出
荷が始まっています。昨年より約１か月程度早く、
出荷時期は７月上旬までが予想されます。
　マンゴーは、完熟させ落果してから収穫するの
で日々の出荷量も変動しますが、JAさつま日置管
内では、５名（うち、いちき串木野市１名）の生
産者が、約10トンの出荷を見込んでいるそうです。
　また、JAさつま日置管内で栽培されるマンゴー
の中で、糖度15度以上で外観が優れたものを「夏姫」
と言います。見た目も美しいことから贈答用とし
ても人気があります。ぜ
ひ、ご賞味ください。
●問合せ　JAさつま日置
　　　　　北部営農センター
　　　　　☎36-3675

マンゴーの出荷が始まりました
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故郷へ寄附
 総務課（☎33-5626）

　本市羽島出身で、広島市在住の川口泰洋氏から、
「新型コロナウイルス対策」と「薩摩藩英国留学生
記念館の観光振興策」に活用してもらいたいと市に
400万円の寄附を頂きました。
　本寄附は、マスクの購入費用や薩摩藩英国留学生
記念館の施設整備に充てるなど、有意義に活用させ
ていただきます。ありがとうございました。

市長の主な動き（４月）市長の主な動き（４月）

※市長の過去1か月の主な活動を掲載しています。

日にち 内　容

４/１(水)

・ 環境センター塵芥収集車出発式
・ 辞令交付式（市職員、衛生処理組
合、防犯協会等）
・ 防災センター開所式
・ 第５回新型コロナウイルス感染症
市対策本部会議

４/２(木) ・ 市立ハローワーク開所式・ 農家民宿開業報告（市長室）

４/３(金) ・ 新学校給食センター開所式・ 消防協会日置支部総会

４/４（土) ・ 舵取り物語プロジェクト（照島神社清掃活動）

４/６(月) ・ 冠岳小学校入学式

４/７(火) ・ 串木野高校入学式

４/８(水) ・ 第６回新型コロナウイルス感染症市対策本部会議

４/９(木) ・ 照島神社春季大祭

４/10(金) ・ 人権の花運動開会式（旭小学校）

４/13(月) ・ 宿泊施設建設安全祈願祭（旧吹上浜荘跡地）

４/17(金) ・ 第７回新型コロナウイルス感染症市対策本部会議

４/20(月) ・ 第８回新型コロナウイルス感染症市対策本部会議

４/22(水) ・ 民生委員厚生労働大臣表彰伝達式（市長室）

４/23(木)
・ 第９回新型コロナウイルス感染症
市対策本部会議
・ 県環境保全協会日置支部総会（日置市）

４/24(金) ・ 県シルバー人材センター連合会理事・監事候補者選考委員会（鹿児島市）

４/27(月) ・ 寄附金贈呈式（株式会社南防）

４/29(水) ・ 串木野神社春季例大祭

新型コロナウイルス対策　
お弁当販売 水産商工課（☎33-5638）

　 ４ 月27日、
市役所各庁舎
で市内飲食店
が弁当販売を
始めました。
　これは、新
型コロナウイ
ルスの影響で、
市内飲食店の
消費減少がみられることから、販売活動を支援しよ
うと始めたものです。
　お昼時には、連日、市民や職員らが弁当を購入し
ていました。

新型コロナウイルス感染症対策本部会議
 健康増進課（☎33-5613）

　市では、２
月25日から新
型コロナウイ
ルス感染症対
策本部を設置
し、現状や今
後の対応等に
ついて継続し
て協議を行っ
ています。
　各会議の内容や新型コロナウイルス感染症に関
する新しい情報については、市ホームページに掲載
しています。

新型コロナウイルス感染症対策へ　
寄附 総務課（☎33-5626）

　4月27日、新型コロナウイルス感染症拡大防止に
役立ててほしいと、株式会社　南防から50万円の寄
附を頂きました。
　今後の対策に活用させていただきます。ありがと
うございました。
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写真：捜索状況

●滞納者への行政サービスの制限
　市では、納税者の公平性を確保するため、滞納者
に対し、行政サービスの制限を設けています。
（例） 市営住宅の新規入居の制限、子育て支援金等

補助金の交付制限、国民健康保険証の有効期
限の短縮、高額療養費の支給制限など

●安心便利な口座振替を！
　口座振替制度は、税金等の納め忘れがなく、納期
ごとに納めに行く手間がかからず便利です。
　申し込みは、口座振替を始めたい納期月の前月20
日までに通帳と届出印・納税通知書を持って、市内
の各金融機関で申し込んでください。

　税金は、市民の皆様が安心して暮らしていくため
の大切な財源です。市税を滞納すると督促料、延滞
金も併せて納付することになり経済的にも不利益
が生じます。
　本市では、税負担の公平性を確保するため、国税
庁OBを滞納整理指導官に迎え、市税等の滞納処分
を強化しています。
●財産差押えの強化
　再三の納付催告（催告書、電話、訪問等）にもか
かわらず、納税相談もなく納税に対する誠意がみら
れない、あるいは納税を拒否する、納税誓約を守ら
ない滞納者に対し、捜索（※１）を含め、財産調査
を徹底して行い、預金や不動産のほか、給与や生命
保険、自動車、動産（※２）などの差押えを強化し
ています。

※１　 滞納者の住居や店舗などに立ち入り、差押えるべき財産
を捜すことで相手の意志にかかわりなく行う強制調査。
令和元年度は９件実施。

※２　 日常生活に不可欠な衣服や家具など、法律で差押えが禁
止されているもの以外のもので、テレビ等家電製品、腕
時計等生活用品など。

市税等の滞納処分を強化しています

●問合せ　税務課　☎33-5615

納期限内の自主納付にご協力下さい

★令和元年度の主な滞納処分★
・預貯金差押　　　　　　　　 557件
・所得税還付金差押　　　　　　40件
・給与等その他の債権差押　　　13件
・不動産差押　　　　　　　　　15件
・動産差押　　　　　　　　　　 8件
 （家宅捜索９件）

●差押えた動産や不動産はどうなるのか？
　滞納処分として差押えた動産や不動産は、イン
ターネット公売、県・市町合同公売会、不動産公売
会等で公売され、その代金は滞納している税金に充
てられます。

写真：タイヤロックした車両

納付が困難な場合や、分
割納付を希望する場合に
はまず連絡を‼
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絶対に
勝ちたい戦

いが、

いちき串木野市で

あるチェスト！
キバレ！
市民スポーツ課（☎21-5120）

市実行委員会だより
vol. 14

　各階級、年齢、男女別に分かれて少林寺拳法の技で単
独演武、組演武、団体演武それぞれの技を競います。
　誰でも参加できる交流の部では、少林寺拳法健康プロ
グラムを行います。
●日　　時　７月 26日（日）
　　　　　　開始式 10：00　競技開始 10：45～
　　　　　　閉会式 14：00
●場　　所　市総合体育館
●交流の部　・募集人数　100名
　　　　　　・参 加 費　無料
　　　　　　・参加申込　当日申込み
　　　　　　・そ の 他　体育館シューズ・運動のできる服装
●競技の部・発表の部
　一般財団法人少林寺拳法連盟に加盟している拳士
●申込期間　５月 18日（月）～６月 21日（日）
●申込・問合せ
　鹿児島県少林寺拳法連盟デモンストレーション
　事務局　担当　福田　
　☎090-3737-9735
　メール　kago-nishi.fukuda@ae.auone-net.jp

あと136日 （5月 20日現在） あと157日
燃ゆる感動かごしま国体　デモンストレーションスポーツ参加者募集中！
　国体には、県民なら誰でも参加できる「デモンストレーションスポーツ」があります。この機会にぜひ国体に
参加してみませんか。参加者には素敵な大会参加記念章があります。

○ダンス講習会講師派遣　　　○クリーンアップ運動　
○協賛　　　　　　　　　　　○昭和 47年「太陽国体」思い出の品

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会
いちき串木野市実行委員会事務局（市民スポーツ課国体推進係内）
住所　〒899-2192 いちき串木野市湊町 1丁目 1番地
　　　☎21-5120　　FAX36-5228
Email sport1@city.ichikikushikino.lg.jp
HP　  http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/kokutai/index.html

　参加申込用紙は、串木野庁舎、市来庁舎、市総合体育館にあります。また、国体ホームページからもダウンロードできます。
　デモンストレーションスポーツに関する問い合わせは、市民スポーツ課国体推進係までお願いします。
　高齢者元気度アップ・ポイント事業の対象事業です。（観覧含む）

募集情報

申込・
問合せ

@ichikikushikino.kokutai国体特設HP

少林寺拳法
　ボール・ベル・ベルターという３つの用具を使い、音
楽に合わせて行う体操です。気軽に、体に無理なく楽し
むことができます。誰でも参加できる交流（一般）の
部では、３Ｂ体操の体験をします。
　当日は、送迎バスを運行いたします。
●日　　時　９月 13日（日）
　　　　　　開始式 13：00　競技開始 13：20～
　　　　　　閉会式 15：30
●場　　所　市総合体育館
●交流（一般）の部　誰でも参加できます。小学生以下は保護者同伴。
　　　　　　・募集人数　250名　
　　　　　　・参 加 費　無料
　　　　　　・参加申込　市民スポーツ課国体推進係
　　　　　　・そ の 他　体育館シューズ・運動のできる服装
●会員の部　公益社団法人日本３Ｂ体操協会登録会員
●申込期間　5月 1日（金）～ 6月 30日（火）
●申込・問合せ
　公益社団法人日本３Ｂ体操協会鹿児島県支部
　担当　立元
　☎0994-43-8394　メール　whjhk018@ybb.ne.jp

3B 体操

庁舎、市総合体育館にありま

　☎0994-43-8394
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地域おこ
し協力隊からの

いちき串木野電力 おトク
だけじゃない。
皆さまの暮らしをもっともっと

安心・快適・身近に!

●電話：33-6000　●所在地：昭和通111（串木野庁舎前）
●土曜日も営業しています（9:00～17:00）※日・祝休み

vol.02
今月のコラムニスト　
花田 直樹

ickkskn2016

　広報紙は久しぶりの協力隊の花田です。いちき串木野市地域
おこし協力隊として２年８か月が過ぎ、任期も残すところ４か月
となりました。今まで地域健康プランナーとして、いろいろな健康
づくり教室、イベントや会合で健康講話や運動・レクリエーションをさせていただき、対象
も子どもさんから年配の方まで幅広い世代の方と健康づくりを通してふれあう事ができまし
た。応援や暖かい言葉をかけていただくことも多く、何よりの励みになります。
　そんな中で KKB 放送の「ふる熱人（ねっと）」に出演させていただき、テレビで地域おこ
し協力隊の活動を紹介しました。ふる熱人は、担当者が初のディレクター作品ということで、
私より担当者さんに気合が入っていたような気がします。放送済みですので見られた方もい
ると思いますが、出前講座の風景と講座受講者の皆さんと私へのインタビューという放送内
容でした。
　撮影に快く応じ、ご協力いただいた大原南福寿会と、地域おこし協力隊の活動を取り上げ
ていただいた KKB 放送の皆さまありがとうございました。日頃から応援や温かい言葉をか
けてくださる皆さまありがとうございます。紙面をお借りして改めてお礼を申し上げます。
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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

薩摩藩英国留学生記念館（☎35-1865）

みんなでつくろう　安
全・安心の街

地域安全ニュース ～毎月11日は「地域安全推進の日」～
2020年（令和2年）５月号　 まちづくり防災課 　☎33-5631

～うそ電話詐欺にご用心～

個人宛てのお金にからむ電話は要注意！
　鹿児島県内で「うそ電話詐欺」未遂が発生しています。
　警察官や金融機関員をかたり、「あなたのキャッシュカードと通帳が盗まれ
ています」などと話す予兆電話（アポ電）と思われる手口です。また、キャッシュ
カードの暗証番号を聞き出そうとする不審電話にも要注意です。
　最近の社会情勢に乗じて次のような事例も発生しています。

こって牛のお面

　「太郎太郎祭」は県指定無形民俗文化財で、旧暦の２月
４日に近い日曜日に羽島崎神社で行われる春の大祭です。
数えで５歳になる子どもの健やかな成長を願うとともに、
航海安全と豊漁を願う「船持ち」と稲作の模様をユーモラ
スに演じる豊作祈願の「田打ち」が行われ、海と里の祝い
を同時に行う全国的にも珍しいお祭りです。
　起源は定かではありませんが、「田打ち」に登場し、
会場を沸かす雄牛こと「こって牛」のお面には安永 10 年
（1781 年）2月 4日と記されています。
　この「こって牛」をモチーフにした手作りのお土産品
「こって牛のお面」があり、薩摩藩英国留学生記念館の
ショップで購入することができます。地元の女性グルー
プが型取りしたパーツを丁寧に布で巻き、きめ細かい工
程を経て作りあげる一点もので、愛らしい表情と手作りの
温かさが大変好評です。

【新型コロナウイルス感染症に便乗した例】
　　・メールや電話で、国民生活センターなどを名乗りマスク販売やウイルス除去をうたうケースで、
　　　メールや電話に従うと個人情報を不正に取得された。
　　・「水道管のウイルス除去に○万円かかる」「感染拡大で金相場が上がる」と
　　　言われた。

【電子マネーを購入させようとした例】
　　・携帯電話のショートメールで、料金未払い分があると告げ、コンビニエンス
　　　ストアで支払いのため電子マネーを購入するよう誘導された。

このように、うそ電話詐欺は、世情を捉えた巧みな手口であなたの大切な財産をだまし取ろうとします。

※心当たりのない発信元からのメール、それに記載されたURL にアクセスしないようにしましよう !!
　また、すぐに警察署へ相談しましょう !!
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『流浪の月』

凪良　ゆう/著
東京創芸社

愛ではない。けれどそばにいたい。再
会すべきではなかったかもしれない男
女が再度出会ったとき、運命は周囲を
巻き込みながら疾走する。新しい人間
関係への旅立ちを描いた長編小説。

◆６月のおはなし会
　串木野本館
　　６日（土）15:00～（30分程）
　　14日（日）11:00～（20～30分程）
　　　ひよこ絵本（乳幼児向けおはなし会）
　　20日（土）15:00～（30分程）
　 市来分館
　　13日、27日（土）11:00～（30分程）
※状況により中止となる場合もあります。

◆ドッグイアとは何かご存じですか？
　 　読書を一時中断する際などにページの角を折り
曲げて目印にしている本を見かけたことはありま
すか。この目印はドッグイア(ドッグイヤー )と呼
ばれています。
　 　様々な方が利用する図書館の本で特定のページ
だけ開きやすくなっている、または角が破れてい
るなどの状況は好ましくありません。図書館の本
達の健康を守るため、皆様一人ひとりのご協力を
よろしくお願いします。

『わたしのわごむは
 わたさない』

ヨシタケシンスケ/作・絵
PHP研究所

このわごむはわたしがもらったの。
わたしのものなの。だれにもあげ
たりできないわ。だってこれはわ
たしのたからものなんだもの…。
ヨシタケシンスケのユーモア絵本。

『くじらすくい』

水凪紅美子/作
たなかやすひろ/絵

夏まつりの夜おれはひとり神社の
奥までやってきた。明りに吸い寄せ
られるようにテントの中へはいる
と、そこではクジラすくいをしてい
た！現実と空想の境を巧みに描く。

『へたっぴでもうまくいく
小麦粉だけでつくる
 天然酵母パン』
マスジマトモコ/著

家の光協会

使うのは小麦粉と水、ほんの少しの塩
だけ。プチパン、フォカッチャ、ピザ、
ベーグル、型抜きクッキーやマフィン
など、自家製の小麦粉酵母を使ったパ
ンとおやつの作り方を紹介します。

一般図書
【本館】

一般図書
【分館】

児童図書
【本館】

児童図書
【分館】

◆６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 ２日（火） ９コース 11 日（木）

２コース ３日（水） 10 コース 16 日（火）

３コース ４日（木） 11 コース 17 日（水）

４コース ５日（金） 12 コース 18 日（木）

５コース 12 日（金） 13 コース 26 日（金）

６コース ９日（火） 14 コース 23 日（火）

７コース 10 日（水） 15 コース 25 日（木）

８コース 15 日（月）

いちき串木野市立図書館
【開館時間】
火曜日～金曜日 9:00 ～ 19:00
土・日・第３日曜日の翌月曜日 9:00 ～ 17:00
串木野本館☎33-5655／市来分館☎21-5800

詳しいコースにつきましては右の
QRコードのウェブサイト、または
図書館へ直接ご連絡ください。
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