
「宝くじ」はまちづくり活動を応援します
 まちづくり防災課（☎33-5632）

　中央地区まちづくり協議会は、商店街の活性化や
住民の健康増進、安心安全な地域づくりのため、「な
つかシネマ」や「健康づくり講話」などのイベント
を開催しています。今回、宝くじ事業収入によるコ
ミュニティ助成事業で、プロジェクター、スクリー
ン、スピーカー、椅子などを整備しました。地域や
商店街に賑わいが創出され、さらなるまちづくり活
動の活性化が期待されます。
　宝くじの収益は、このように
地域づくりに還元され役立って
います。宝くじの積極的な購入
をお願いします。

災害時の応援協定を締結しました
 まちづくり防災課（☎33-5631）

　12月23日、株式会社アクティオと「災害時におけ
るレンタル機材の供給協力に関する協定」を締結し
ました。
　この協定は、災害発生時、株式会社アクティオへ
の要請により、可能な限り優先的に発電機や投光
器、仮設トイレ等のレンタル機材の供給を受けるこ
とができるものです。
　協定締結により、市の災害対応力がさらに高まる
ものと期待されます。

市長の主な動き（12月）市長の主な動き（12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

12/１(火) ・ 100歳到達者表敬訪問

12/４(金) ・ 市議会（一般質問）

12/５(土) ・ 南九州西回り自動車道阿久根川内道路着工式（薩摩川内市）

12/７(月) ・ 市議会（一般質問）

12/８(火)
・ 神村学園全国大会出場報告（市役所）
・ 旭小学校ＰＴＡ 文部科学大臣表彰受
賞報告（市長室）

12/９(水)

・ いちき串木野商工会議所青年部主催
マスクデザインコンテスト審査（市
長室）
・ 農業共済組合感謝状贈呈式（市長室）

12/10(木) ・ プリマハム生産本部長来庁・ 鹿児島県市長会事務局長来庁

12/11(金)

・ 清泉女子大学教授他来庁
・ スポーツ推進委員全国功労者表彰伝
達式（市長室）
・ 原子力規制委員会との意見交換（テ
レビ会議）

12/15(火) ・ 衛生処理組合議会

12/17(木) ・ 島商船株主総会（薩摩川内市）

12/18(金) ・ 消防協会日置支部年末打合せ会（市役所）

12/20(日) ・ 南日本通信10キロロードレース日置地区大会（日置市）

12/21(月) ・ 市議会（最終本会議）

12/22(火) ・ 農地集積・集約推進キャラバン（県農政部）来庁

12/23(水) ・ 株式会社アクティオとの災害時応援協定調印式（市長室）

12/24(木) ・ 薩摩藩英国留学生記念館子どもガイド感謝状贈呈式（羽島小・羽島中）

12/25(金) ・ 事業に係る県への要望（県庁）・ シルバー人材センター理事会

12/27(日) ・ 姶良市市制施行10周年記念式典（姶良市）

12/28(月) ・ 仕事納め式・ 消防団年末夜警激励
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「GIGAスクール構想」の実現に向けて
 教育委員会総務課（☎21-5126）

　国の「GIGAスクール構想」により、全国の小・
中学校の子ども達に１人１台のパソコン端末と、学
校に高速大容量のネットワーク環境が整備されま
す。ICT環境を整えることで、多様な子ども達を誰
一人取り残すことなく、個別最適な学びの機会を確
保し、子ども達の資質・能力を一層確実に育成でき
る教育環境の実現を目指しています。
　本市も３月末までに、１人１台のパソコン端末
の導入を進めています。それに備え、市内の小・
中学校の教職員は、市ICT教育研究会を中心とした
勉強会を行っています。今年度から小学校に導入
されたプログラミング教育やテレビ会議システム
（Zoom）を使ったオンライン授業体験、クラウド
アプリの授業での活用方法など、ICTの教育利用に
ついて研修や情報交換、資料作成等に取り組んでい
ます。

広報いちき串木野「市民カレンダー」広告募集広報いちき串木野「市民カレンダー」広告募集

　市では、来年度の「広報いちき串木野『市民カレ
ンダー』」に掲載する広告を募集しています。自社
のＰＲ・求人、イベントの告知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13,200部発行）
　　　　　　 ４月20日に発行する5月のカレン

ダーから掲載されます
●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
　　　　　　※ 複数枠使用の広告も掲載できます。

その際はご相談ください。
●申込締切　２月19日(金)
●申込・問合せ　政策課広報統計係　

 政策課（☎33-5672） 市内の全ご家庭に届きます！

ミニイングリッシュキャンプ　
in Winter 政策課（☎33-5624）

　12月５日に、ミニイングリッシュキャンプを防災
センターで実施しました。
　本市の外国語指導助手（ALT）を務めるカナダ出
身のヒダカキヨミさんとイギリス出身のオリバー・
ハクスタブルさんを講師に迎え、市内の小学５・６
年生と中学１年生の計７名が参加しました。今回
はクリスマスにちなんだミニゲームやクリスマス
カードづくり等を通して、異国のクリスマスの過ご
し方を学びました。
　市国際交流協会では年に２回（夏・冬）、イング
リッシュキャンプを実施しています。興味のある方
は、市ホームページまたはいちき串木野市国際交流
協会Facebookをご覧ください。
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子育て世代包括支援センター
VOL 7

子育て世代包括支援センター（☎24-8311)

みなさん、こんにちは。
あいびれっじは、お子さんのすこやかな成長をサポートする応援団です。
今回は、あいびれっじの活動を２つご紹介します。

すべての妊婦さんのお宅を訪問しています！
　昨年から、産婦人科では新型コロナウイルス感染症の影響で母親学級の開催が難しい状況が続
いています。
　あいびれっじでは、すべての妊婦さんを対象に体調の落ち着いた頃の妊娠中期に訪問を行って、
体調確認や妊娠中の気になること、産前産後のご家族等のサポートについてなどお話を聞かせて
いただいています。
　特に、初めて妊娠された方は不安の大きい時期だと思いますので、ゆっくりとお会いしてお話
ができることで少しでも不安を取り除くことが出来たらと思っています。心配なことやこういう
時どうしたらいいのかな…と迷うことはお気軽にご相談ください。

出前講座に行ってきました！
　11 月 19 日、子育て支援センターきらきらで開催された妊婦さん対象の『妊婦さんの子育て
支援センターきらきら見学会』に参加しました！その中で、あいびれっじの助産師が妊婦さん向け
に自宅でできるストレッチの紹介や母乳育児についてお話しました。妊娠中期に訪問させていた
だいた妊婦さんと久しぶりにお会いすることができ、楽しい癒しの時間を過ごすことが出来ました。
　市立図書館スタッフから絵本の紹介、先輩ママとの交流タイムもあり、盛りだくさんで賑やか
な見学会になりました＾＾♪

　あいびれっじには、助産師 1名が在籍しています。
　「赤ちゃんがなかなかおっぱいを吸ってくれない」「卒乳・断乳について知りたい」など
相談に応じています。
　訪問に出ていることもありますので、来所での相談の際は事前にお電話をお願いします。

しています。

この後、
みなさんと一緒に
ストレッチ＾＾
とても楽しい
時間でした

な見学会になりました＾＾♪

　あいびれっじには、助産師
が

出産間近の
４名の妊婦さんが
参加して

くださいました♪

当日の様子

のかな…と迷うことはお気軽にご相談

ってきました！

赤ちゃんに
会えるのが
楽しみですね！

訪問の様子

す。心配なことやこういう

ママやパパに
読んでもらいたい
パンフレットを
プレゼント
しています。
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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.10
今月のコラムニスト
樫村 美代子

ickkskn2016

手続きは簡単！ご契約がまだの 公民館様 は是非お問い合わせください!!

いちき串木野電力の公民館運営支援

いちき串木野電力
市民の皆様を応援するプラン

しみん応援プラン・はぐくみ応援プラン・いきいき応援プラン・おしごと応援プラン

地域おこ
し協力隊からの

地域おこ
し協力隊からの

　こんにちは！協力隊のカッシーです☆彡
　冬も深まってきて、寒さも厳しくなりました。振り返ってみれば、昨年はい
つもとは違う一年を過ごされた方も多いのではないでしょうか？
　そんな2020年が過ぎ、新たな2021年が始まりました。私自身も昨年やりき
れなかった事や新たに始めたいことがたくさんあり、この一年は意欲的に活動
していきたいと思っています。そこで第一弾として、１月31日（日）に市来ふ
れあい温泉センター西側で行われる「いちき串木野ポンカン祭り」に参加しま
す。ポンカンにちなんだ美味しい商品を用意しながらさまざまなPR活動を計画しています。従来のポンカン
祭りとは場所も内容も変わり、商品もポンカンに限らずさまざまな市内の店舗が多数出店されますので、皆様
ぜひお越しください。

　引き続いて、うれしいお知らせが！！私の念願だった特産品のサワーポメロを使った
「ソフトクリーム」と「ロールケーキ」の発売が決定しました。これは、市が取り組んで
いるサワーポメロPR・消費拡大プロジェクトの活動の中で、照島のChocolate House 
Samurai様のご協力によって商品開発されたもので、１月下旬から２月にかけて土日限

定で販売されるそうです。サワーポメロの魅力がギュっと詰まっ
た大変美味しい商品となりました。楽しいイベントも併せて開催
されるそうですので、出掛けてみてはいかがでしょうか！
 その他にも、２月21日（日）には観音ヶ池市民の森でイベント
をするべく準備を進めています。親子で楽しめるような催しも用
意していますので、楽しみにお待ちください♪

チ ョ コ レ ー ト

サ ム ラ イ

ハ ウ ス
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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

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」～
令和 3年 1月号　 まちづくり防災課 ☎3 3 - 5 6 3 1

北の大地で生きた男  村橋久成

うそ電話詐欺被害防止キャンペーンを展開！

　皆さんは、「鹿児島人が造ったサッポロビール」というコピーをご存じでしょうか。この鹿児島人こそが、薩
摩スチューデントの一人、村橋久成です。　
　久成は加治木島津家の分家に生まれ、1865年、薩摩藩英国留学生に選抜されると、藩のために命を懸け
て密航留学します。留学時の変名は「橋直輔」、専攻は海軍学、陸軍学でした。わずか１年で帰国すると、戊
辰戦争に新政府軍の鉄砲隊を率いて軍監として従軍し、函館戦争では和
平終結のキーマンとして活躍しました。終戦後は北海道開拓使に出仕。既
に東京建設で閣議決定していた開拓使麦酒醸造所計画に対し、札幌の冷
涼な気候が冷製ビールの醸造に適していること、また氷や木材が豊富で天
然のホップがあることから、当初から札幌に建設すべきであると異を唱え、
上申書を提出。これが認められ、日本初の冷製ビール醸造所建設を成功さ
せます。
　明治14年、北海道官物払い下げ事件の直前に突如辞表を提出し、官職
を退くと、その後11年間行方不明となり神戸の路上で行き倒れているところ
を発見されるという数奇な最期を遂げています。
　当館では、1月23日（土）から3月29日（月）まで、２階特別展示室にて、村
橋久成展「残響 －まだ誰も、その男の全てを知らない－」を開催します。村
橋の生き様はもちろんのこと、村橋がどのようにして世に知られるように
なったのか、ドキュメント映像も制作しました。この機会に是非、薩摩藩英
国留学生記念館へお越しください。

記念館スタッフ　鴨川敏哉

　12月15日、年金支給日にあわせ、警察署やボランティアの皆
さんが一緒になり、市内金融機関の店舗前で、チラシやグッズ
を配りながらうそ電話詐欺被害への注意を呼びかけるキャン
ペーンを実施しました。
　年末年始の慌ただしさに乗じて、電話やメールで未払料金の
請求や架空請求が後を絶たないことなどへ、なお一層の注意を
呼びかけました。

串木野中学校で「情報モラル教室」！！
　12月 3日、串木野中学校で、携帯電話やインターネット上で
のメールの書き込み、動画の拡散などによる被害の発生状況を保
護者に紹介して対処方法や、日頃の子どもとの接し方について考
えてもらう「情報モラル教室」が行われました。
　警察署員から、実際発生した事件の概要の紹介を交えながら、
「自分の子どもに限って、そんなことをすることはない。被害にあ
うはずもないと考えず、普段から子どもと会話したり、いつもと
違う行動、言動に注意をすることが大切である」と説明されまし
た。

　また、「いちき串木野市内でも被害が発生している一方、その関係者は、県内、県外まで拡がっていたりする
こと」などの説明に保護者の皆さんは真剣に耳を傾け、メモなどをとっていました。

薩摩藩英国留学生記念館（☎35-1865）
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『この気持ちも
 いつか忘れる』
住野よる／著・文

新潮社

退屈な日常に絶望する高校生のカ
ヤの前に現れた、まばゆい光。そ
れは爪と目しか見えない異世界の
少女との出会いだった。真夜中の
邂逅を重ねるうち、互いの世界に
不思議なシンクロがあることに気
づき、二人は実験を始める――。

◆２月おはなし会
　 本　　館
　　７日（日）11：00 ～（20～30分程）ひよこ絵本
　　　　　　　 乳幼児向けおはなし会
　　13日、27日（土）15：00～（30分程）
　 市来分館
　　６日、20日（土）11：00～（30分程）

◆レファレンスサービスについて
　 　図書館では、調べものや資料に関するご相談に
応じています。お気軽にお問い合わせください。
　 　ただし、宿題の解答、医療、法律に関する相談、
特定個人に不利益をもたらすことを目的とした調
査・相談等にはお答えできません。

『ふぶきのみちは
 ふしぎのみち』
種村有希子／作
アリス館

吹雪の朝。「いち・に　いもむし」
「いち・に　ねずみ」と、声をか
けながら歩いていくと…大きな
しろくまが現れた！アザラシや
クジラも現れて、激しくなる吹
雪に心細くなったみちるが、「お
ねえちゃーん！」とさけぶと!?

『せとうちたいこさん
 ふじさんのぼりタイ』
長野ヒデ子／作

童心社

１作目、『デパートいきタイ』
から25年目のシリーズ最新刊。
好奇心旺盛のたいこさんが、世
界遺産にも指定された日本一の
山、富士山に登ります。「鯛」
「富士山」「日の出」と、おめで
たいことづくしの絵本です。

『二つの首相暗殺計画』

西村京太郎／著・文
実業之日本社

十津川警部、暗殺者（テロリスト）と戦
う！総理大臣が入院している大病院の
看護師・佐伯明日香が自宅近くで死体と
なって発見された。恋人の男性も死亡が
確認され、自殺か心中とみられたが、十
津川警部は、病院の不審な動きと二人の
死は関係があると捜査を始める。

一般図書
【本館】

児童図書
【本館】

◆２月の移動図書館車巡回日程
巡回日 ステーション 到着時間

２日 （火）
平江公民館東
浜ケ城（旧南商店隣）
塩田団地

14：30
15：00
15：30

３日 （水）
薩摩金山蔵駐車場
酔之尾東団地

14：00
14：35

４日 （木）
ウッドタウン
ひばりが丘団地

14：00
14：35

10日 （水）

中組集落センター
迫公民館
川南交流センター
市来駅前

13：55
14：30
15：00
15：30

11日 （木） 麓公民館 14：10

22日 （月） 浜町市場通り会無料駐車場 14：00

25日 （木）
恵比須県営住宅
迫田前県営住宅
市来駅前

13：35
14：10
14：50

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・第三日曜日の翌月曜日 9:00～17:00
串木野本館 ☎33-3755 ／ 市来分館 ☎24-8112

一般図書
【分館】

児童図書
【分館】
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［広告］

　「冠嶽芸術文化村」は、生福・冠岳地区の地域振興策として平成30年
度に策定した「冠嶽芸術文化村構想」が目指す地域の姿です。
　芸術・文化には、モノに価値を与えたり、人を感動させたり、また、人
の心に癒しや安らぎを与えたりする力があります。
　構想は、そうした芸術・文化が持つ力に目をつけ、地区の自然、歴史、
農作物や地域の“人財”といった「資源」を活用して、地域そのものの価
値を高めていこう。そして、価値ある地域を誇りに思い、心が満ち足り
た幸せな日々が送れる生冠地区、すなわち「冠嶽芸術文化村」を目指そ
うというもので、私たち「えんたく」は、昨年からそのお手伝いをさせ
ていただいています。
　先日、冠岳のオートキャンプ場で、山から切り出した竹で飯合を作
り、焚火で炊いて食べる体験会が地域の方を中心に企画されました。
お米は冠岳地区で収穫された「仙人米」です。屋外で自然の力を借りて
地域の恵みを食する喜びに、参加者は「うまい！」と「感動」していまし
たが、その様子を見て「いつも食べている米なんだがなぁ」と不思議がる地域の方の姿も見られました。地
域に当たり前のようにある「資源」に、少しだけアウトドア活動の要素を加えたことで、参加者に感動を与
える「価値ある」モノになった瞬間でした。
　こうした「価値ある」取組が地域で広がっていくよう、私たち「えんたく」は活動をサポートしていきま
す。
　なお、こうした冠嶽芸術文化村構想の取組に対して、シン・エナジー株式会社（兵庫県神戸市　代表取締
役社長 乾正博 様）から市へ、企業版ふるさと納税による寄附をいただきました。ありがとうございます。

　次回　“その活動は誰がするの？”
　芸術文化村の実現に向けた活動は誰が担うの？をお話ししたいと思います。

冠嶽芸術文化村の実現に向けて、生福冠岳地区で活動する
“えんたく” が取り組む活動の様子や感じたことなどを
お話ししていきます。

第 1 回 冠嶽芸術文化村って何？

～冠嶽芸術文化村から
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