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消防出初式

　１月10日、いちきアクアホールで、消防団員267
名、消防車両等21台が参加し、消防出初式が行われ
ました。　
　前日に降った雪も残る中、新型コロナウイルスの
影響のため規模を縮小して開催され、消防団行進、
消防車両のパレードのほか、放水訓練が披露されま
した。
　放水訓練では、新型コロナウイルスの終息を願っ
て5色に染色されたカラー水が放水されました。消
防団員はきびき
びとした動きで、
普段の訓練の成
果を披露しまし
た。

決意新たに

令和３年いちき串木野市消防出初式表彰者
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消防庁長官表彰 【永年勤続功労章】

日本消防協会会長表彰 【勤続章（３０年以上）】

鹿児島県知事表彰
４０年勤続章

１０年勤続章

鹿児島県消防協会総裁表彰

鹿児島県消防協会日置支部長表彰 【１５年勤続章】

いちき串木野市長表彰 【１０年勤続章】

功　績　章（２０年以上）

精　績　章（１５年以上）

感謝状（２０年以上勤続団員の奥様）
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地域包括支援センター
☎21-5172
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 ○企業の概要
　南洲整形外科病院は、平成 4 年に 70 床の整形外科単
科病院として開院いたしました。以来、地域皆様の健康
づくりに寄与できるよう努めてまいりました。
　最近の医療の高度化は目覚ましいものがあります。整
形外科領域でも関節外科、脊椎外科、手の外科、外傷外
科などに専門化されています。
　当院はそれぞれの分野の専門スタッフを揃え、常に医
療技術の向上に励み、良質な医療を提供できるよう努め
ています。
　患者さんが安心して治療に専念していただける様な環
境づくりを目指し、地域の皆様から信頼される病院であ
りたいと考えています。皆様のご指導ご 撻をお願いい
たします。

○従業員数　127 名
○基本理念　
一、南洲整形外科病院は、患者さんの立場にたった医療
を提供します。

一、患者さんのご希望、訴えをよく聞き、納得されるま
で説明いたします。

一、患者さんの利益にならない過剰な検査・治療はいた
しません。

一、医学の進歩に遅れをとらず、良質な医療を提供でき
るように日々研鑽努力いたします。

○所 在 地　いちき串木野市別府 3994-5

 ○若手社員の企業アピール
　地元の医療機関
で働きたいとの思
いで南洲整形外科
病院へ入職しまし
た。医療事務の仕
事は患者さんと接

する中で、対応に感謝されることもあります。
色々な医療スタッフの方など、幅広く人と接
することが出来るやりがいのある仕事だと思
います。

医療法人 南洲会 南洲整形外科病院

○設　　立　2018 年 4 月
○従業員数　3 名
○経営理念　正直な経営　着実な経営　従業員重視の経営
○所 在 地　いちき串木野市川上 50-2　
○電話番号　0996-26-1567
○ホームページ　http://emjissou.work

株式会社 EM 実装

 ○企業の概要
　株式会社 EM 実装は制御盤設計・改造・
修理等を行っております。
　モノ作りにおいて私たちに出来ることは
ほんの一部ですが、「一部分でいいからお客
様の一番でありたい。一番最初に思い出し
てもらえる企業でありたい」という思いで
日々取り組んでいます。
　設立して３年目の会社ではございますが、
従業員の笑顔あふれる、地域に誇れる企業
を目指してまいります。

 ○若手社員の企業アピール
　業務経験も浅い私には、最初
は不安が大きかったですが今は
全くないです。仕事を通じて自
分と会社が共に成長していくの
で、期待と喜びの方が大きく
なっていきました。

　そう思えることができるのも「従業員が働きやすい職場」
を目指している社長のおかげだと思います。業務は難しい
ところもありますが、丁寧に教えてもらっています。
　笑顔で真剣に仕事に挑める環境が整っているので、日々
充実しています。仲間募集中です。

企業の広場 いちき串木野市立ハローワーク
☎26-1191Vol.10

市内で頑張っている企業の特色や取組み、
若手社員の声などを毎月お伝えします。

三薗さん

勝山 麻莉奈さん
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　12月17日、ロンドンパラリンピックゴールボー
ル競技で金メダリストの安達阿記子選手が、市来
小学校で講演会とゴールボール体験を行いました。

　講演会では、視覚障
害やゴールボールにつ
いて、ロンドンパラリ
ンピックで金メダルを
獲得したときの様子な
ど、児童は真剣な表情
で聞いていました。

　ゴールボール体験では、アイマスクをつけて、
ボールリレーや、ボールを転がしてのキャッチボー
ルなどを行い、最後は競技で使用する鈴が入った
ボールを使ってミニゲームを行いました。音を頼
りにボールの位置を判断することはとても難しい
ようでした。
　安達選手は、「やらな
いでダメより、やって
ダメな方がいい」「失敗
を恐れずにチャレンジ
してほしい」などと児
童にメッセージを送り
ました。
　安達選手の東京パラリンピックでのご活躍を期
待しています。

　12月11日、スポーツ推進委員功労者表彰（全国
スポーツ推進委員連合）の伝達式が行われました。
　受賞されたのは、原口俊昭さん（川南）で、スポー
ツ推進委員として昭和62年４月から33年間の長年
にわたり、社会体育の推進や地域の活性化、スポー
ツの普及に多大な貢献をされていることが認めら
れたものです。
　おめでとうございます。

旭小学校ＰＴＡ
優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰

　令和２年度日本ＰＴＡ全国協議会年次表彰にお
いて旭小学校ＰＴＡ（高原加奈子会長）が、優良
ＰＴＡ文部科学大臣表彰を受賞されました。
　旭小学校ＰＴＡは、親子で取り組むベリーナイス
週間を活用し、家庭生活リズムの確立に取り組んで
います。また、まちづくり協議会等地域と連携した
伝統芸能「金山石当節」などの伝承に取り組み、登
下校の見守りによる無事故記録は9,800日を超えて
います。さらに、ＰＴＡ会員の役割を分担すること
による負担の軽減やアンケートによる意見交換によ
りＰＴＡ活動の改善・充実を図っています。ＰＴＡ
新聞を年３回発行し、地域住民にも活動を周知して
学校・家庭・地域の信頼関係を高め、子どもたちの
健全育成に大きく貢献しています。
　おめでとうございます。

全国スポーツ推進委員功労者表彰

ロンドンパラリンピック金メダリスト
安達阿記子選手が市来小学校にやってきた‼
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　12月10日、市内の酒店などへ折鶴の飾りが贈ら
れました。
　これは、いちき串木野市交通安全母の会が毎年
12月10日に行う飲酒運転防止活動の一環として初
めて行われたもので、ひもをつけた折鶴を焼酎瓶
にかけ、お酒を購入する方へ飲酒運転撲滅を願っ
て販売されています。酒店のほか、自動車販売店
など多くのお店に協力を依頼し、約1,000羽の折鶴
が贈られました。
　また、同日、いちき串木野警察署、交通安全協
会青年部といっしょに酔之尾交差点付近で交通安
全立哨活動として、歩行者の見守りと通行する運
転手への啓発活動を行いました。
　飲酒運転は重大事故につながる恐れがあります。
絶対にやめましょう。

飲酒運転撲滅運動

　大里の「いちごハウス木場」が、本格的なイチ
ゴの観光農園シーズンを前に、県内でも一足早く
オープン。「イチゴ」にかけて12月15日（イチゴ）
に開園式が行われました。
　開園式に参加した市来幼稚
園の園児達がさっそく、イチ
ゴ狩りを体験しました。普段
はイチゴが苦手という園児
も、この日は自分で採ったイ
チゴをおいしそうに頬張って
いました。
　イチゴ狩りは５月上旬まで
楽しむことができます。

イチゴ観光農園オープン

　令和２年度の鹿児島県障害者保健福祉大会にお
いて、県知事表彰を受賞された、栫律子さん（野
中栫）、松原要さん（駅前）、県身体障害者福祉協
会会長表彰を受賞された峯元昭夫さん（松山）、岩
見明子さん（大原町）が受賞の報告のため、田畑
市長を表敬訪問しました。
　永年にわたり障害者更生援護部門での功績が認
められたものです。おめでとうございます。

鹿児島県知事表彰等を受けて表敬訪問

　12月18日、七夕踊保存会が、2021年カレンダー
の完成報告に市役所を訪れました。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響で中
止となった七夕踊ですが、教育委員会や保存会の
メンバーが協力し、過去の写真で作成したとのこ
とです。
　次回の七夕踊で正式な形での開催は休止の予定
ですが、七夕踊保存会会長の堂地國男さんは、「カ
レンダーはいいものができた。次回は開催したい」
と意気込みを話してくれました。

七夕踊保存会　2021年カレンダーが完成

（左から）岩見さん、峯元さん、松原さん、栫さん
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　12月３日、市来
小学校で沖縄歌
舞劇団「美（ちゅ
ら）」による公演
が行われ、沖縄の
歌や踊りなどが
披露されました。
　また、12月７日にはナチュラルダンステアトル
の公演が旭小学校で行われ、冠岳小や川上小の児
童も一緒に鑑賞しました。
　きらびやかな舞台を間近で鑑賞し、また子ども
達も一緒に演技するなど、一流の芸術に触れる貴
重な機会となりました。

文化芸術による子供育成総合事業

　12月１日に中原ミエさん（佐保井）が、100歳の
誕生日を迎えられました。
　中原さんには、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38
名（12月10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

　12月20日、旭町のま
ちなかサロンで「まち
なかサロンのクリスマ
ス」が開催されました。
　これは、串木野シー
ル会が主催したもの
で、約150名の子ども
達が参加し、シール会からの贈り物が配られたり
コロナ収束の願い絵馬を飾ったりした後は、中央
地区まちづくり協議会女性部会が「Xmasバザー
ル」を開催し、買い物などを楽しみました。

まちなかサロンのクリスマス

　11月23日から30
日まで、鹿児島銀
行串木野支店とま
ちなかサロンで、
まちなか文化祭が
開催されました。
コロナ禍の中でも、何とか文化の活動を発信しよ
うと、市文化協会串木野支部が企画したもので、
習字や華道、写真、短歌などの作品展示や箏の演
奏が披露され、多くの市民の方々が、地域に根付
く文化のかおりに触れる有意義な機会となりまし
た。

まちなか文化祭で文化の情報発信！　12月21日、串木野西中学校で職員、生徒会が協
力して門松作りを行いました。新型コロナウイル
ス感染症の影響により、学校行事も中止、縮小で
の開催が相次ぐ年となりましたが、今後の終息を
願って慣れない手つきながら一生懸命に立派な門
松を完成させ、新しい年を迎える準備をしていま
した。

新年への希望　門松作り

薩摩藩英国留学生記念館子どもガイドに感謝状贈呈
　展示解説や来館者へのおもてなしに貢献した「子どもガイド」14名に感謝状が贈呈されました。
●羽島小学校　
　６年　赤岩瑠華・赤岩愛唯・福薗柑菜
　　　　山口藍杏・米田朱璃
●羽島中学校
　３年　久保明寛・楮山世來
　２年　黑木悠那・久保鐘子
　１年　平野愛梨花・有村千愛・萩元雅
●伊集院高校　１年　久保蓮佳
●川内高校　　１年　黑木紗那
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