
10月２日撮影：串木野漁港外港

出航前の夕暮れ
　10月4日に出港した遠洋はえ縄まぐろ漁船。その2日
前の夕方、乗組員が集まり記念撮影をしていました。
　彼らはインドネシアの若者達。実は多くのまぐろ延縄
漁船では、20名余りの乗組員のうち、日本人は船長や漁
労長など数名で、甲板員など多くは彼らのような外国人
です。
　彼らは南マグロやキハダマグロを求めて南アフリカ沖
へ出漁し、これから約1年を揺れる海の上で過ごします。
　“陸地とのしばしの別れ”
　船ではなく建物をバックに記念撮影をしていたのは、
彼らのそんな気持ちの表れだったのかもしれません。

（関連記事：P ２）
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　８月30日、串木野漁港外港に新型まぐろ延縄漁
船「第八松栄丸（479トン）」がお披露目となり、集
まった関係者約200名が大漁旗はためく新船の船出
を祝いました。
　この新船、所有者は「串木野まぐろ株式会社（上竹
秀人社長）」。市内に事務所を構える浜崎水産（濵﨑
義文社長）、早﨑水産（早﨑達哉社長）、松栄水産（上
夷和輝社長）、松福水産（今村勝美社長）の4社が出
資してできた会社です。
　新会社は各社がもつ漁
船や漁業権など経営資源
を新会社に集約し、経営体質の強化を図ります。そ
のため、不要な船は売却し、また今回就航した「第
八松栄丸」のように、国の事業を活用して新船を建
造し、残す船に大規模改修を施して長寿命化を図り、
9隻あったマグロ船を最終的に6隻にします。また、
新造船や大規模改修した船では省エネ・省コスト・
獲ったマグロのさらなる高鮮度化が可能となり、操
業能力の強化や収益性の向上が見込まれます。

　こうした動きの背景には、燃油高騰や幹部船員
不足、便宜置籍船や巻き網船による国際規制を無
視したかのような乱獲によるまぐろ資源の減少と
いった、まぐろはえ縄漁業を取り巻く厳しい経営
環境があります。今回の新会社設立はそうした中
での生き残りの方策の一つです。

　まぐろの資源を適切に管理し、安全で高品質の
まぐろを消費者に提供で
きるのは、いちき串木野
のまぐろ漁船が昔から続

けてきているはえ縄漁だけです。
　新船披露のあいさつで上竹秀人社長は、「まぐろ
はえ縄漁業は衰退してしまうのではないかという
危機感が我々にはある。我々が力を合わせてまぐ
ろ漁業を承継していきたい」と力強く話しました。
　まぐろの町いちき串木野から、まぐろはえ縄漁
業「承継」のための挑戦が始まります。

VOl.25

まぐろ漁業を未来につなぐ

～串木野まぐろ㈱設立～
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農政課（☎33-5635)

　市では、地元産の農林水産物等を活用し、
加工・販売・サービスなどに新たな付加価
値を生み出す６次産業化に取り組む個人・
団体等に対し、補助金を交付します。

１．補助対象者
　�市内の農林漁業者・法人・事業所・団体
等

２．補助対象事業
・ハード事業
　�製品の加工や保管等に関する設備、機械
等の導入に係る経費など。
　（対象経費の1/2以内。上限100万円）
・ソフト事業
　�新商品開発等に要する経費や、販路開拓
に関する経費など。
　（対象経費の1/2以内。上限50万円）
３．その他
　�補助金申請前に必ず農政課へご相談くだ
さい。

～いちき串木野市生活研究グループの取組～
　いちき串木野市生活研究グループでは、地元の農林水産物を
使用し、ふくれ菓子や調味漬け等、さまざまな加工品を製造し
ています。
　また、市の特産品のサワーポメロやぽんかんを、ノンオイル
ドレッシングやジャム等に１次加工することで周年出荷が可能
になっています。
　加工品は市内の直売所などで販売しており、市内外のお客様
から、なつかしいおふくろの味として大変喜ばれています。
　これからも、消費者ニーズを的確にキャッチしながら、地域
が元気になるよう、女性ならではの新たなアイデアで商品開発
に取り組んでいきます！

６次産業化の取組事例紹介

　農林漁業者が自ら生産した農林水産物（１次
産業）を活用して、自らまたは連携して加工（２
次産業）や流通・販売（３次産業）を行う取組の
ことです。具体的な例としては、ぽんかんやブ
ルーベリー等を活用して、ジュースやジャム、
ドレッシングなどの加工品の商品開発・製造・
販売を行ったり、調理したものを料理として出
す農家レストランや農家民宿を経営することな
どが挙げられます。

6次産業化とは…

6次産業化

1次産業
（生産）

2次産業
（加工・製造）

3次産業
（製品の販売）

☆1次産業の活性化
☆地域の活性化

製品の
販売

加工・製造

生産 取組の一例
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消防本部（☎32-0119）

こんなときには すぐに119番 !! 重大な病気やけがの可能性があります！

救急車の適正な利用にご協力をお願いします！
いちき串木野市消防本部 警防課救急係

4



　　
市政 NEWS

か

◎ その他、いつもと違う場合、様子がおかしい場合

急な病気やケガで困った時のお問い合わせ先
○夜間・日曜休日在宅医の情報
　・日曜朝刊各紙に掲載
　・広報いちき串木野「市民カレンダー」に掲載
　・市ホームページ（https://www.city.ichikikushikino.lg.jp/）
　　　トップ�⇨�安全・安心情報�⇨�休日在宅医（外部サイトへリンク）�⇨�
��　　　市医師会�⇨�当番医一覧表�⇨�「夜間・日曜休日在宅医」一覧�ダウンロード
　・県医師会休日当番医検索（http://www.kagoshima.med.or.jp/）
　・鹿児島市ホームページ（http://www.city.kagoshima.lg.jp/）
　　　トップ�⇨�健康・福祉�⇨�医療・休日・夜間の救急�⇨�休日・夜間の救急
　・休日急患歯科診療 ･･･ 県歯科医師会口腔保健センター（9:00〜15:30）　☎099-223-0378
　・夜間歯科在宅当番医 ･･･ 夜間歯科救急診療当番医案内　☎099-222-0574

○こどもの救急に関する情報
　・市ホームページ（https://www.city.ichikikushikino.lg.jp/）
　　　トップ�⇨�安全・安心情報�⇨�救急�⇨�こどもの救急ホームページ（外部サイトへリンク）
　・県小児救急電話相談 ･･･ ☎県内統一　#8000番　（または099-254-1186）
　　　夜間の子どもさんの急な病気について、看護師等が応急処置や医療機関の受診の
　　　必要性など助言を行います
　　　相談対象者 : おおむね15歳未満の子ども
　　　受 付 時 間 :19:00〜23:00　毎日対応

○夜間・日曜休日在宅医、救急車の適正利用に関するお問い合わせ
　　消防本部（署）��☎32-0119　/　いちき分遣所���☎21-5077

※消防・救急に関する情報（市ホームページ内）　トップ⇨安全・安心情報⇨消防
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まちづくり防災課（☎33-5631）
　近年の気候変動の影響を受けて、局地的に１時間に100ミリを超えるような大雨が降る傾向にあ

ります。また、「数十年に一度の…」、「今まで経験したことのないような…」といった災害が毎年のよ

うに発生しています。

　災害から尊い命を守るためには、「早めの避難」が最も有効です。「家の近くの避難場所」を確認して

おきましょう。また被害を軽減し、未然に防ぐためにも、今一度「家の周りの危険箇所」を確認して

みましょう。

家の周りの危険箇所、避難場所を確認するには…

「いちき串木野市防災ハザードマップ」
をご覧ください　（各家庭に平成25年３月に配布）
●防災ハザードマップは、市内を５つの地域に分け、
　◇避難所の場所
　◇地域の海抜
　◇�土砂災害の危険区域（土砂災害危険箇所、土砂災害

警戒区域）を記載してあります。
　�また、「学習冊子」は防災ハザードマップの使い方や避
難所一覧表などを記載してあります。
●いざという時のために、家の周りの危険箇所を確認し、早めの避難に役立てましょう。
※防災ハザードマップは、市のホームページでもご覧になれます。
　ホームページアドレス　　http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/
※市役所串木野庁舎、市来庁舎にも準備してあります。

※�大雨や台風の時、気象台は、さまざまな気象情報を発表します。テレビやラジオで発表される

気象情報や市役所・消防署からの情報に注意しましょう。

●気象庁ホームページ
　　　http://www.jma.go.jp/jma/index.html
●鹿児島県�土砂災害発生予測情報
　　　http://www3.doboku-bousai.pref.kagoshima.jp/bousai/jsp/index.jsp
●鹿児島県�山地災害危険地区マップ
　　　http://sanchimap.pref.kagoshima.jp/sanchisaigai/
●九州電力�非常災害時停電情報
　　　http://www.kyuden.co.jp/emergency.html

防災ハザードマップ

広げて自宅や避難場所などを
確認しましょう！
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　40歳以上の方は「特定健診」により、自分の健康状態をチェックする機
会がありますが、40歳未満の方は、そのような機会がなかなかありません。
　そこで、18歳から39歳まで市民を対象に、献血を利用した血液検査と同
時にライフスタイル問診・血圧測定・腹囲測定を11月7日（土）開催の「いち
き串木野〜地かえて祭り〜」会場内で実施します。多くの方々の参加をお
願いします !!
※献血できない方は、健康チェックだけ実施いたします。

　少子高齢化が急速に進展し、労働力人口の大幅な減少が見込まれるなかで、確か
な技術と豊かな経験を持つ健康で働く意欲のある高齢者が、福祉を支え、社会を支
える側にたって地域に貢献することが益々重要となってきております。
　シルバー人材センターでは、「働くことを通じて健康と生きがいを得たい・地域社
会に貢献したい・元気なうちは生涯現役でいたい」などの目的で、全国各地で約73
万人もの会員が元気に働いています。

【シルバー見守り &“ふれ愛”サービス事業】

●高齢者等の自立生活をサポート : 見守り、手すり等の取り付け、家事援助など。
●ふるさと見守りサービス : 故郷に居る老親の安否確認や留守宅等の管理など。
●シルバー“ふれ愛”クラブ : 会員や地域高齢者等の交流支援（手芸教室 ･パソコン教室）。

随時、会員募集中 !!（毎月第1水曜日入会説明会開催）
○問合せ　公益社団法人 いちき串木野市シルバー人材センター
 　 ☎32-9000　FAX33-2266　ホームページ（http://www.sjc.ne.jp/kushikino/）

①ライフスタイル問診
②血圧測定・体重測定・腹囲測定
③生化学検査（※1）（おもに糖尿病や高脂血症などを調べます）
　�（ALT･γ -GTP･総蛋白 ･アルブミン ･アルブミン対グロブリン比 ･総
コレステロール ･HDL コレステロール・LDL コレステロール ･グリコ
アルブミン）
④�末梢血検査（※1）（おもに貧血などを調べます）
　�（赤血球数･ヘモグロビン量･平均赤血球ヘモグロビン濃度･白血球数・
血小板数）
※1　これらの項目は、献血によるものですが、比重不足などで献血で
きなかった場合でも、採血します。

健康チェック項目

申込方法

串木野健康増進センターへ
10月27日（火）
までにお申し込みください。
☎33-3450
先着80名

* お願い *（あらかじめご了承ください）
・妊娠中および授乳中の方は、献血できません。
・�７〜９月中に献血をされた方は献血カードで次回の献血可能日を
ご確認いただきお申込みください。

○問合せ　　串木野健康増進センター　☎33-3450

献血することで、血液検査を行い
ます。検査結果は、約１か月後に
分かります。

献血だけの参加も可能です

ちょっと人手がほしいとき
シルバー人材センターをご利用ください
地域の高齢者が長年の経験を活かしお手伝いします

串木野健康増進センター（☎33-3450)

献血推進キャラクター
「けんけつちゃん」

福祉課（☎33－5619）

輝けヤングハート＆ヘルス事業の参加者募集

10月はシルバー人材センター事業普及啓発促進月間です 

参加料無料
先着80名
参加賞あり
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物産館観光案内所

海鮮
まぐろ家

国道
3号線

→薩
摩川
内市

→生福

↓麓

←市
街地 菊屋

インター店

建設予定

このエリアの
名称を募集します

①　オープニング
②　教育長あいさつ
③　バンド　ラヴィアンローズ
④　ハーモニカ
⑤　女性合唱団　コールあじさい
⑥　シルバー音楽教室
⑦　市来共生会　詩舞
⑧　小牟田流　正調五ツ太鼓
⑨　日本舞踊　木花流　富扇玉会
⑩　日本舞踊　藤間流
⑪　ダンス　マイケルジャクソン
⑫　フラダンス　ナ・パラパライ・ホ・オイポイポ
⑬　ダンス　エンジョイ・ダンサーズ
⑭　日本民踊萩乃会
　　中央地区婦人会民踊教室
　　市来民謡自主講座　さつき会

　本市の食の情報を発信する「食の拠点エリ
ア」の名称を募集します。皆様の応募をお待ち
しております。
　詳しくは、市ホームページをご覧になるか、
市食のまち推進課までお問い合わせください。

　総合観光案内所、物産館さのさ館及び海鮮ま
ぐろ家があるエリア。ここを「食の拠点エリア」
にする予定です。地域の方々や来場者の皆様に
愛され、広く親しまれるよう、これら３つの施
設が入るエリア一帯の名称を募集するもので
す。

食のまち推進課（☎33-5621）

市制施行10周年記念
いちき串木野市文化祭開催

食の拠点エリアの名称を募集します

社会教育課（☎21-5128）

⑮　市レクリエーションダンス協会
⑯　琴城流大正琴　琴俊会
⑰　日本舞踊　藤若流　恵会
⑱　日本舞踊　木花流
⑲　日本舞踊　松本流　翠松会
⑳　市制施行10周年記念事業
　　「ふるさと三行詩大会」表彰式
㉑　フラダンス　ハナレイ・ホク・フラ
㉒　民謡　荒川民謡
㉓　日本舞踊　ちどり会
㉔　バレエ　日高千代子バレエスタジオ
㉕　日本舞踊　丈の会
㉖　日本舞踊　千穂流
㉗　フラダンス　レア・さくら
㉘　日本舞踊　自主講座（丈）
㉙　フラメンコ　ボニータ

○募集期間　12月10日（木）まで
○応募資格　特になし
○応募　１人３点まで
　�　ご自身が創作した未発表のもので、他の施
設や著作物を使ったり、真似たりしていない
ものに限ります。次の事項を書いてハガキま
たは FAXで応募ください。
　・名称（ふりがな）
　・名称の説明（理由、意味など）
　・お名前（ふりがな）
　・郵便番号
　・住所
　・年齢
　・性別
　・�職業（児童・生徒・学生の場合は学校名と
学年）

　・電話番号
○賞（高校生以下は図書カード）
・最優秀賞（１点）　賞金２万円
・優秀賞（２点）　　賞金１万円
○決定・結果発表
　選考委員会で審査し平成28年１月頃発表しま
す。（受賞作品が重複した場合は抽選で受賞者を
決定します。）

芸能部門プログラム　場所：市民文化センター
　◇11月１日（日）10:00〜15:20
　【予定】

食の拠点エリア
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地域包括支援センター（☎21-5172）

お口の問題は、誤
ご

嚥
えん

性肺炎の発症など、全身の健康状態に大きく影響します。
適切な歯科医療と日頃の口腔ケアで、お口の健康を保ちましょう！

在宅歯科医療連携室
公益社団法人鹿児島県歯科医師会　口腔保健センター内

〒892-0841　鹿児島市照国町13-15

☎099-223-0378　FAX099-223-2593
受付時間　月〜金　9:00〜17:00（土日祝日除く）

在宅歯科医療連携室は、専任の歯科衛生士が歯やお口のことで
困っている方と歯科医院をつなぐ橋渡し役をします。

居宅、施設、病院等の寝たきりの要介護高齢者等で
口腔内に問題を抱えている方に対して

訪問歯科診療を行っているお近くの歯医者さんをご紹介します。

どんなことをしてくれるところなの？

2 年間の肺炎発症率 死亡者1千人あたりの肺炎による死亡者数ランキング

口腔ケアをすると
発症率が低下

鹿児島県の肺炎による
死亡者数全国ワースト3

口腔ケアを実施しな
かった人たち

口腔ケアを実施した
人たち

肺
炎
発
症
率

死
亡
者
１
千
人
あ
た
り
の

　
　
　

肺
炎
に
よ
る
死
亡
者
数

20

120.50 120.31 人

117.74 人

114.17 人

112.89 人 112.62 人

120.00

110.00

100.00

15

10

5

0

（％）

（人）

19％

11％

Yoneyama T.Yoshida Y.Matsui-.Sasaki H:Lancet354（9177）.515.1999. ※【出典】肺炎による死亡者数（A）：2009年，死亡者総数（B）：2009年，死亡者 1千人あたりの肺炎による死亡者数：A÷B×1,000

都道府県
順　位

肺炎による
死亡者数

死亡者総数

1福井県 2岡山県 3鹿児島県 4香川県 5山口県

全国
平均
全国
平均

985人

8,187 人

2,231 人 1,201 人 1,914 人

10,639 人 16,995 人

2,381 人

24,255 人

2,226 人

19,498 人18,948 人

高齢者の方々の肺炎はお口の中の細菌が原因となりやすいです。
高齢な方ほど、肺炎による死亡率が増加します。毎日のお口のケアで肺炎を予防しましょう。
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※正式名称は「小規模校入学特別認可制度」と言います。
１．特認校制度の趣旨と目的
　　�　山間部や沿岸の恵まれた自然環境の中にある小規模校の特性を生かして、個に応じた体
力つくりや学ぶ楽しさを体験させ、思いやりの心に満ちた子どもを培いたいと希望する保
護者・児童に、一定の条件のもと、通学区域を越えて入学・転学を認め、地域や学校の活
性化を図ろうとするものです。

２．入学・転学の条件
　　（１）期間・・・・・・・・・１年間の通年通学に限ります。
　　（２）対象学年・・・・・・・小学１年生～６年生
　　（３）申込み・・・・・・・・�制度の趣旨に沿ったものであるか、入学が適当であるか判断

しますので、特認校を通じて学校教育課へ申し込みます。
　　　　　　　　　　　　　　　（新規申込者については面談を行います。）
　　（４）入学・転学の制限及び許可の取り消し
　　　　ア．�新規申込の場合、特認校への入学・転学を許可することにより、現住所地の通学

区域の学校において、対象学年が学級減になる恐れが生じた時には、入学・転学
を許可しない場合があります。

　　　　イ．�申込者が申し込みの事実と異なり、趣旨・目的に合わない事由が生じ、支障があ
ると認められる時は、入学・転学を取り消すことがあります。

　　（５）保護者の協力
　　　　�　児童が正規の通学区域を越えて通学することから、登下校における安全の確保、Ｐ

ＴＡ活動等への協力、その他学校の指導等に対する協力が不可欠です。
３．特認校として指定する学校

４．特認校へ転学できる学校

５．平成28年度募集要項
　　（１）募集期間
　　　　　11月２日（月）〜11月30日（月）　受付時間8:30〜16:45（土・日・祝日は除く）
　　（２）申込み
　　　　�　申込用紙は特認校４校と教育委員会学校教育課（市来庁舎３階）にあります。必要事

項をご記入のうえ、希望する特認校へ直接ご提出ください。
　　（３）特認校へ入学・転学できる期間
　　　　　平成28年４月1日〜平成29年３月31日までの１年間です。
　　　　�　平成29年４月1日以降も継続して通学を希望する場合は、来年度、再度申込が必要

です。
　　（４）入学・転学の決定及び学校指定変更手続き
　　　　�　２月上旬、保護者宛に結果の通知書を送付します。入学・転学が決定したら、学校

教育課（市来庁舎３階）で学校の指定変更の手続きをとってください。
　　（５）学校見学等
　　　　�　いつでも特認校の見学・参観・体験入学ができます。ご希望の方は直接学校へ連絡

してください。

特認校制度
（※）

による児童募集のお知らせ

 学　校　名 所　在　地 電　話 校　長　名
旭小学校　 金山14067番地 32-1724 吉　多津也
荒川小学校 荒川2347番地1 32-2010 岩井田　貢
冠岳小学校 冠嶽12844番地1 32-2688 谷川　伸一
川上小学校 川上1200番地 36-2044 池田　伸一

 学　校　名 所　在　地 電　話 校　長　名
串木野小学校 日出町536番地 32-1738 永野　三善
照島小学校 照島5453番地3 32-4446 木場　教弘
市来小学校 大里3731番地 36-2006 内田　純隆

●�平成21年度から全ての特認校児
童の送迎を行っています。
●�各学校で見学・参観・体験入学
ができます。直接当該学校にお
問い合わせください。

※�特認校へ転学できる学校の児童
は、特認校として指定する学校
の４校の希望の学校へ通学でき
ます。

学校教育課（☎21-5127）
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旭小学校

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

一人一人の学びを

大切にした学習

地域を生かした

充実した体験活動

心と体の

健やかな成長

○個別指導の充実

○基礎学力の定着

○パソコン機器の活用

○「読む」力の向上

○茶摘み・梅ちぎり

○冠岳登山遠足

○緑の少年団活動

○一輪車運動

○給食・食育の充実

○ボランティア活動

冠岳小学校

 

  

荒川小学校

 
 
 

川上小学校
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　市内商工業、農林業、水産業等の各業界が一体となった、本市最大の産業祭が開催されます。ご来場ください！
○日　時　11月7日（土）�9：00～21：00　11月8日（日）　9：00～17：00
○場　所　串木野新港隣接会場
●物産展　　　地元特産品等展示販売9：00～
●ステージ　

●イベント

●ふるさとに夢をのせて
　両日　小中学生作成の俳句作品展示　9：00〜17：00
●健康ふれあい祭り　　　
　両日　健康相談他　9：00〜17：00
●科学実験＆チャレンジクイズ＆人力発電ガチャガチャ
　両日　■科学実験　10：30〜、11：30〜、13：30〜、14：30〜　■チャレンジクイズ　11：00〜　14：00〜　
　　　　■人力発電コーナー
●同時開催

7日（土 )
羽島保育園ちびっ子マーチング ９：15～ 農産物品評会表彰式 12：45～
セーラースターズ　チアリーディング 10：15～ TUNA引き大会 13：00～
赤ちゃんハイハイレース 10：45～ スーパーダンス王決定戦 15：30～17：15
優良勤労青少年表彰式 12：30～
8日（日 )
TUNA引き大会 12：40～ うんまかもんフェス閉会式・餅まき 17：00～
赤ちゃんハイハイレース 13：30～

水産イベント 農産イベント 商工イベント

・まぐろミニ展示館
・海上保安展示館
・�巡視船「とから」一般公開

両日
9：00～17：00
9：00～16：00
9：30～15：30

・�味平かぼちゃスイー
ツ試食
・どでかぼちゃ展示
・木工品作成コーナー

両日
9：00～17：00

つけあげフェスティ
バル

両日
10：00～
（無くなり次第終了）

お魚つかみ取り
両日　
受付10：00～
開始13：00

串木野かまぼこペイ
ンティング

両日
9：30～11：30
13：30～15：30

マグロ重量当て
クイズ

両日
9：00～14：00

牛肉の試食
（各時間無くなり次第
終了）

7日（土）
10：00・13：00・
15：00
8日（日）
9：30・11：00・
13：00・14：30

リヤカー隊
7日（土）
9：00～14：00
8日（日）
9：00～17：00

マグロ買いたい
（解体）ショー

両日
14：30～15：30 屋台村

青年部市場
7日（土）
18：30～21：00魚のさばき方教室

両日
10：00～12：00
13：00～15：00

7日（土) 8日（日)

�串木野花火大会　19：00～20：00

いちき串木野オールドカーフェスティバル
10：00～14：00　　

7日（土)�、8日（日)
濵田酒造主催の新酒祭り

11/7(土）・8日（日）
開催！

11/7(土）・8日（日）
開催

市制施行10周年記念

！いちき串木野づく
し

　　　　産業ま
つりいちき串木野づく
し

　　　　産業ま
つり

いちき串木野スペシャルライブ7日 8日
12:00 ～ 12:25　水咲えり
14:00 ～ 14:30　潟永絵美
17:50 ～ 18:20　ジミー入枝とザ・キングタウンズ
19:00 ～ 19:45　MINGO！MINGO
20:00 ～ 20:50　ミサンガ

12:05 ～ 12:30　YOSHINO＆MASAE
14:35 ～ 15:00　潟永絵美
15:15 ～ 15:45　ミサンガ

7日

8日

薩摩剣士隼人ステージ
キャラクターショー

8日

10:00 ～ 11:00　（1回目）
16:00 ～ 17:00　（2回目）

郷土芸能 等8日

  9:30 ～   9:50　五ツ太鼓小牟田流
11:00 ～ 11:25　荒川太鼓
15:00 ～ 15:10　川上踊り
15:50 ～ 16:00　串木野さのさ保存会

愛の献血7日

9:00 ～ 11:30
12:30 ～ 16:00 まで受付

※ゴミの持ち帰り・マイ箸・マイバッグ運動にご協力ください。
※串木野駅と会場を結ぶ無料シャトルバスを、1時間おき（8:30串木野駅発）に運行（臨時バス停設置）します。

「地かえて」って？
中国の孟子の言葉の「地易皆然（ちをかうればみなしかり）」を引用し、「互いに地位・境遇を異にすることから、行う所が違うのであるが、そ
の立場をとりかえれば、皆行う所は同一になる」という意味で、すなわち、本市の商工業、農林業、水産業が一致団結してこの祭りを進める
ことにより、地場産品の開発宣伝や販路拡大、観光誘致の推進などにより、本市の産業振興を促進し、産業経済の活性化を図ることを意味
しています。

○問合せ　いちき串木野づくし産業まつり実行委員会事務局（水産商工課内）☎32-3111
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「食の祭典」in いちき串木野 地かえて祭り会場　特設ブース
○11月7日（土）14：30～　メインステージ� ものまねタレントホリがやってくる！　ホリものまねライブ＆トークショー
○11月8日（日）11：30～、14：30～		 	濱﨑龍一シェフによる料理＆トークショー　MC：ウギャル（７日もイベン

トに参加します）参加者の中から抽選で5名の方試食できます。
○	その他両日、食文化・特産品等の展示、郷土芸能、料理ふるまい先着50名（7日10:00～、8日10:00～）、ご当地グルメ販売等々
○問合せ　水産商工課　☎33-5638

渡欧150周年「薩摩藩英国留学生フェスティバル」　「薩摩スチューデント150年目のメッセージ」
○11月７日（土）8:30～16:30　
・薩摩藩英国留学生記念館
　　�黎明祭8:30～・薩摩スチューデント市10:30～・美味しい紅茶の淹れ方講座【日英友好協会】13:00～
　　�※�記念館は英国風ハンギングバスケットで装飾されます。

・羽島小学校体育館
　　�薩摩藩英国留学生渡欧劇【羽島青年学級】11:00～・吹奏楽演奏【自衛隊第8音楽隊】13:00～・薩摩藩英国留学生ゆか

りの方々によるリレートーク14:15～・薩摩スチューデント寄席【桂竹丸ほか】15:30～
・串木野新港　帆船「みらいへ」体験航海等12:30～（※当日先着60名）
○11月８日（日）9:00～16:45　
・�薩摩藩英国留学生記念館10:00～　トークショー【住吉美紀】
・�いちき串木野市民文化センター
　　�ウェルカム演奏（ロビー）【中夷雲母】12:30～　・記念講演【ロンドン大学元副総長ホワイト教授】13:00～　・記念シ

ンポジウム14:30～　・吹奏楽演奏【串木野中学校吹奏楽部】15:30～　・薩摩スチューデント講談【神田紅】16:00～
　　※切り絵展示（ロビー）【青木文明】11:00～
・串木野新港　帆船「みらいへ」体験航海等9:00～（※当日先着60名）
○問合せ　観光交流課　☎33-5640

　今年は市制施行10周年を記念して、いちき串木野市内のラーメンが集結。いちき串木野市のラーメンを
味わえる２日間。また、いちき串木野市のラーメン文化を紹介するコーナーもあります。

11月7日（土）・8日（日）
両日とも10：00～16：00
地かえて祭り会場内

inいちき串木野

市制施行
10周年記念

～いちき串木野ラーメン文化祭～

同時開催第30回国民文化祭第30回国民文化祭
※写真は店舗で提供している写真です。

【出店ラーメン一覧】五十音順

すべて食券制
（600円）です。
食券を購入し、
各出店ブースへ
お並びください !!

串木野まぐろラーメン共栄会

麺どころさつま串木野店

ごもんちゃんラーメン

ゆのまえ食堂

宝来飯店

ラーメン潮騒

昔ながらのラーメン屋みその食堂
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健 康 な ま ち づ く りシリーズ

	 	 胃　が　ん	 	 	 	 　　	大　腸　が　ん

□	たばこを吸う	 	 	 	 □	肉料理をほぼ毎日食べる
□	海草を食べる機会が少ない	 	 □	野菜・海草・果物を食べない日がある
□	緑黄色野菜を食べる量が少ない	 □	肥満気味である
□	濃い味付けを好む	 	 	 □	ストレスを感じやすい
□	アルコールを毎日飲む	 	 	 □	便秘がち。残便感がある
□	年に1回も検診を受けていない	 □	潰瘍性大腸炎になったことがある
	 	 	 	 	 	 □	年に1回も検診を受けていない

がん予防～胃がん･大腸がん編～

 日常生活を振り返ってみましょう

 検査について

 危険度チェックリスト

串木野健康増進センター（☎33-3450）

　日本人の死因の第一位は悪性腫瘍で、全死亡原因の約３分の１を占めます。悪性腫瘍
の中でも、胃や腸など消化管がんは死因の上位を占めていて、男性では胃がんが2位、大
腸がんが３位、女性では大腸がんが１位、胃がんが２位となっています。
　これらの消化管がんは、適切な診断と治療により、比較的高い確率で治ることが知られ
ており、早期に発見されれば決してこわく無い病気です。

　胃がんの発症原因は、食塩の摂り過ぎやピロリ菌の存在、過度の喫煙や飲酒など様々です。大腸が
んは食生活の欧米化、特に動物性脂肪・タンパク質の摂取量の増加や緑黄色野菜の摂取量の低下が大
きな要因となっています。下のチェックリストであてはまるものが多かった方は危険度が高いので、
積極的に検診を受けましょう。

　がんは、いつ発症するかわかりません。早期のがんは何の自覚症状もないので、毎年必ず、自分の
健康チェックの一つとして受診しましょう。そうした健康に対する行動を起こすことで、がんの発症・
進行のリスクが抑えられます。
　医療機関で検査もできますが、市が実施する集団検診もあります。
　今年度の胃がん・大腸がん・腹部超音波検診の日程は27ページをご覧ください。
●胃がん検診：�集団検診は『バリウム』と『発泡剤』を飲んで胃を膨らまし、胃の粘膜にバリウムを付

着させＸ線撮影をする方法です。検診用バスの中で受診し、診断率が高いという利
点があります。

●大腸がん検診：�便潜血反応検査を行います。自宅で採便し、便の表面をまんべんなくこすり、専用
の容器に入れ、会場に持参してもらう検査です。簡単な検査である上に大腸がんの死
亡率を下げる有効な検査法であることが証明されています。
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　毎日朝ごはんを食べていますか？朝ごはんを食べることは、
一日を元気に過ごすためのエネルギー源を補給することです。
厚生労働省の調査によると、男性の14.6％、女性の11.9％が
朝食を取っていません。本市の食育推進計画の中間評価でも、
朝食を欠食する人の割合が20歳代男性で26.8％、30歳代男性

が21.7％という結果が出ています。今回は一日の元気の源「朝ごはん」のお話です。
朝ごはんの効果
　朝ごはんを食べずに会社や学校に行くと、午前中は集中力が低下したり、
イライラしたりすることがありませんか。これらは、脳の活動に必要とされ
るエネルギー源が足りないために起こります。
　脳の活動に必要とされるエネルギー源は、他の臓器と異なり「ブドウ糖」だ
けです。脳は、その他の臓器より多くのエネルギーを消費するため、朝ごは
んを食べず、唯一のエネルギー源であるブドウ糖を補給せずに１日をスター
トすると、このように脳の働きに悪影響を及ぼしてしまいます。
朝ごはんには「お米」がおススメ
　朝ごはんには「お米」がおススメです。お米はゆっくりと消化・吸収されるので、血糖値をゆるやかに
上昇させることができます。血糖値の急激な上昇や下降は、眠気を誘うことにつながるため、気持ちよ
く1日のスタートを切るには、お米を食べるのが良いでしょう。また、上手な朝ごはんの食べ方は朝９
時までに食べることです。お米は通常３時間程度で消化されるため、昼食を12時頃に食べることを考え
れば、その３時間前に朝ごはんを食べるのが、理想的なブドウ糖の補給になります。
朝ごはんはあたまに良い？
　朝ごはんで、ブドウ糖をしっかり吸収した脳は、仕事や勉強に良い影響を及ぼします。
　東北大学の加齢医学研究所が行った「朝ごはんに関する意識と実態調査（対象：全国の現役大学生400 
名と、４年制大学を卒業した会社員500名）」では、個人年収1,000万以上のビジネスマンのうち82.0％
が朝ごはんを食べている、と回答しています。
　さらに、朝ごはんを平日のほぼ毎日食べる習慣を身につけている大学生の約３割（29.1％）は偏差値65
以上の大学に通い、半数以上が第一志望の大学（51.3％）で、７割以上が現役合格（74.4％）しているとい
う結果になっています。
　一方で、朝ごはん習慣がないと偏差値65以上の大学合格率は19.3％、第一志望の大学合格率は
47.0％、現役合格率は68.1％といった割合に低下しています。
自分に合った朝ごはんスタイル
　ライフスタイルの変化に伴い、朝ごはんのスタイルも変わってきているようです。自分の生活にあっ
た朝食スタイルを見つけてみるのも面白いかもしれません。

「家アサ」スタイル
　自宅で朝ごはんを食べる基本的なスタイルです。

「席アサ」スタイル
　コンビニエンスストアなどでおにぎりやパンなどを買って、始業前に会社の自席で朝ごはんを食べる
スタイルです。短い時間でエネルギー補強をしたい人にはおすすめです。

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19回 朝ごはんを食べよう
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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）

【 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

	非行のサイン	　小さなことも見逃さないで
・学校へ行くのをいやがったり、成績が急に下がる。
・夜間の外出や無断外泊が多い。
・隠れて飲酒や喫煙をする。
・服装や持ち物などが派手になる。　
・家の金を無断で持ち出す。
・買い与えていないものを持っている。

	他人の財産を損なったり　人の心や体を傷つける行為は犯罪です	
　一時の軽はずみな行動でも、社会のルールを無視してしまうと、後々の人生に影響を及ぼしかね
ません。道を踏み外すきっかけとなる「心のスキ」がないか、日ごろの自分を振り返りましょう。
　これらは全て犯罪です！
・20歳未満なのにお酒を飲んだりタバコを吸うこと（未成年者飲酒禁止法・喫煙禁止法違反）
・無免許で車やバイクを運転すること（道路交通法違反）
・万引きをすること。見張り役や他人にさせても同罪（窃盗罪）
・万引き品をもらうこと（盗品等関与罪）
・他人の自転車を無断で乗っていくこと（窃盗罪・横領罪）
・落書きや花壇を荒らすこと（器物損壊罪）
・18歳未満なのに出会い系サイトを利用すること（出会い系サイト規制法違反）
・�オンラインゲーム等で他人のＩＤやパスワードを無断で使ってログインすること（不正アクセス禁止法
違反）

・�ネットなどで個人のプライバシーを侵害したりプライドを傷つけるようなことを書き込むこと（名
誉毀損罪）

・危険な薬物を所持、使用、購入、譲り受けること（麻薬等取締法違反他）

	地域で見守る目を	
・地域で日頃から、子ども達に関心を向け、挨拶など声かけをする。
・非行の温床となる「たまり場」をなくす。
・地域の団体などによる公園、空き地などの巡回。
・飲酒・喫煙などを見逃さない。
・交通違反（自転車の二人乗り、無灯火など）を見逃さない。

みんなでつくろう 安全安心のまち

青少年の非行防止、健全育成に！　　子どもにもっと関心を
子どもの健やかな成長は家族や地域全体の願いです。社会のルールを守って、社会の一員としての
役割を果たせる大人になるよう、家庭・学校・地域が一体となって守り育てましょう。

話に耳を
傾ける

気づきの輪、もっと広げよう。

相談先を
教える

そっと
見守る

気持ちを
尊重する

声を
かける

変化に
気づく

いっしょに
相談に行く

温かく
寄り添う

	命の大切さや自殺の危険を示すサイン、また危険に気づいたとき	
　悩んでいる人に、周囲の人が適切な対応を取ることで最悪の事態を防げる場合があります。
・気付き：周りの人の悩みに気付き、声をかける。
・傾　聴：本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける。
・つなぎ：早めに専門家に相談するよう促す。
・見守り：温かく寄り添いながら、じっくりと見守る。
　一人ひとりの温かい心と勇気ある一歩を必要とします。
　大切な人の悩みに気付き、耳を傾け、必要な支援につなげ
　温かく見守ることで防ぎましょう。
　19歳までの少年のうち、自殺原因・動機では学校問題が最も多くなっています。
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　旭小学校児童が８月25日に無事故期間8000日の
記録を達成しました。無事故記録は平成５年10月か
ら22年間かけての達成です。
　始業式のあった９月１日、市の教育長から児童代
表に表彰状が渡され、普段から児童を見守っている
地域のスクールガードや警察官などから拍手が送ら
れました。
　その後、児童は全員で「私たちは集団で登下校しま
す」、「私たちは横断歩道を渡ります」など“交通安全少
年団10のきまり”を唱和。これは、登下校時など道
路を歩くときに注意する決まり事で、下校前にいつ
もみんなで唱和して心に刻んでいるそうです。
　みんなで一万日を目指しましょう。

やったぞ！無事故8000日

　９月中旬から下
旬にかけて、市内
各地で桜の花が咲
く姿が見られまし
た。
　桜の花の芽は夏
にはほぼ出来てい
て、例年なら秋に
落葉します。そし

て春になり暖かくなるとその芽が顔を出し、花を咲
かせます。
　ところが今年は、８月下旬に襲った台風15号の強
い風が桜の葉をあらかた落としてしまいました。そ
して、まだ気温が高い９月を春と勘違いして花を咲
かせたもので、これを「狂い咲き」とか「帰り咲き」と
言うそうです。
　淡いピンクの桜をこの時期に見られるとは何とも
不思議な感じでした。

台風の置き土産　桜の狂い咲き

交通安全少年団“10の決まり”を唱和する旭小児童

鉦の音は秋風にのって

虫追踊り

　稲穂が頭を垂れ始めた9月23日、秋晴れの空に虫追踊りの鉦の音が大里の田園
に響きました。 
　この踊り、リズミカルな鉦や太鼓の音に合わせて飛び跳ねるように踊り、
見ている方も楽しくなります。そして踊り手の多くは子ども達。小さいころから
毎年出ている子も多いそうです。市来小学校6年生の樋之口美麗さんは

「何とも言えない楽しさがあるんです」と理由を話しました。虫追踊りには大人
だけでなく子ども達も引き付ける不思議な魅力があるようですね。 
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　荒川地区では15年ほど前から、地域の方々が彼岸
花を田んぼのあぜ道に植えてきました。ここ数年は
その甲斐あって色鮮やかに彼岸花が咲き誇り、訪れ
る人の目を楽しませてくれています。
　また、植えるだけでなく歩いて楽しめるようにと、
あぜ道の草が地域の方の手できれいに払われていま
す。
　9月23日彼岸の日、地域の方々24名が集まり、満
開の彼岸花が咲き並ぶ荒川沿いを散策、楽しげに語
り合いながら深まりつつある秋のひと時を楽しみま
した。

彼岸花ロードを散策

芸術の秋　アートフェスタ賑わう

400万人達成！市来ふれあい温泉センター

　９月６日、いちきアクアホールで、「第12回アート
フェスタ in いちき串木野」が開催されました。これ
は NPO 法人いちき元気会がアーティストたちの発
表の場としてほしいと開催を続けているものです。
　今回も市内外のアーティスト約70名が絵画や木
工、布小物など多くの作品を持ち寄り、会場は一日
中多くの人で賑わいました。
　また、会場には体験コーナーもあり、市外から来
ていた尾之上和恵さんと橋野恵美さんは、小さな果
物の飾りを盛り合わせ、可愛らしい「スイーツデコ」
を作製。「自分でオンリーワンのものが作れるのがい
い。室内なので天気を気にせず来れるのもいい」と楽
しんでいました。

　９月15日、 市 来
ふ れ あ い 温 泉 セ
ンター入館者数が
400万人を超えま
した。平成８年12
月にオープンして
19年 目 で の 達 成
です。お客様のほ
とんどは地元の方
という地域に愛さ
れ て い る 温 泉 ら
しく、 400万人目
と な っ た の も「で
きたころから毎日
来ている」とおっ
しゃる地元の上原
和子（潟小路）さん
でした。サウナや
水風呂、露天風呂
があり、上原さん
お気に入りの温泉
だそうです。

　上原さんは用意されたくす玉を割り、記念の品を
もらい思わずニッコリ。嬉しい一日になりました。

　９月16日、（一社）鹿児島県電設協会北薩地区の会
員約20名が、公共施設の電気設備の点検、清掃をし
てくださいました。
　これは「社会や福祉に役立てたら」と、同協会が県
下一斉に行うボランティアで、20年以上続けている
ものです。
　本市では串木野健康増進センターと社会福祉協議
会の天井の蛍光灯やエアコンの点検、清掃などをし
てくださいました。普段高くて手が届かないところ
だけに助かりました。ありがとうございました。

電気設備の点検ボランティアに感謝
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　初めての土曜授業の日になった９月12日、串木野
西中学校２年生の生徒が、修学旅行で長崎を訪れる
前に、いちき串木野であった戦争を学ぼうと、平江
地区の橋之口博繁さんら平江さわやか会の３名を講
師に招き、いちき串木野の空襲の様子やマグロ船が
日本軍に徴用されたことなどを学びました。
　話を聞き終え生徒の入枝龍聖君は「マグロ船が戦争
に使われたのを初めて知った。徴用された多くのマ
グロ船が沈没したというが、漁をする船なのに亡く
なった人がかわいそう」としみじみと感想を話しまし
た。

土曜授業でいちき串木野の
戦争体験を学ぶ

　９月８日、平成27年度道路功労者として公益社団
法人日本道路協会から迫自治公民館に表彰状等が授
与されました。
　迫自治公民館では、昭和40年頃から40年以上にわ
たり草払いなど継続的に活動され、県道や市道の環
境美化に貢献されているのが評価されての授賞です。
　受賞おめでとうございます。

道路功労者表彰に迫公民館

　市来小学校の西小野皓大君と泰志君の兄弟が、夏
休み中に出場した全国大会や県大会などで、優勝や
大会新記録などの成績を残し、９月11日、市長に報
告に訪れました。
　お兄ちゃんの皓大君は６年生。県学童選手権水泳
大会では３種目で学童新記録を出し、全国大会では
得意の背泳ぎ２種目で優勝を飾るなど素晴らしい成
績を残し、秋には2020年東京オリンピック選手を
育成するエリート合宿にも派遣されました。
　弟の泰志君は３年生。６年生も一緒に泳ぐ県大会
バタフライ200m では大会新記録を出し２位に入り
ました。
　二人とも目標は「東京オリンピックなど世界大会
に出て活躍すること」とのことで、今後の活躍が非常
に楽しみです。

英語絵本の読み聞かせ会

平成の「フジヤマのトビウオ」
西小野兄弟　快記録

　９月12日、中央公民館で、英語絵本の読み聞か
せ会が開催されました。
　講師は県国際交流員のミシェール・カトウさんで、
参加者は、ミシェールさんの出身地であるハワイの
絵本を読んでもらったり、色画用紙でハワイアンレ
イ作りをしたりして楽しく英語を学びました。
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　９月１日に植之原ケイさん（御倉町）が、９月15日
に俣木サヨさん（日出町）が100歳の誕生日を迎えら
れました。
　現在、本市の100歳以上の方は23名となり、植之
原さん、俣木さんには市からお祝いの花や記念品な
どが贈られました。
　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

すこやかおせんしのスポーツ大会

交通安全功労者を表彰

　９月25日、多目的グラウンドで、
すこやかおせんしのスポーツ大会が開
催されました。
　この大会は、高齢者クラブに加入し
ている方が参加しており、今年は約
570人の参加者がスポーツを通して親
睦を深めました。結果は、次のとおり
です。

　優　勝　大里ブロック
　準優勝　湊・川上ブロック
　第３位　中央ブロック

　○九州交通安全協会表彰　
　・優良運転者　池田　幸男さん（右）

　○全日本交通安全協会・交通栄誉章「緑十字銅賞」表彰
　・功労者　　　所崎　道夫さん（真ん中）
　・優良運転者　愛甲　均さん（左）
　　　　　　　　中尾　栄造さん

　○優良安全運転管理者　(有)藤田設備工業所　藤田ノリ子さん

運転免許返納者　池田直身さん（左）　西別府チヨ子さん（右）

　９月18日に行われた、秋の全国交通安全運動広報
出発式において、次の方々が長年無事故無違反を続
けたり、交通安全活動に貢献したとして表彰を受け
られました。
　また、運転免許証返納に伴う卒業証書の授与も行
われました。

植之原ケイさん

俣木サヨさん
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　８月17日から21日にかけて、第31回公民館対抗
市長旗争奪ナイターソフトボール大会が多目的グラ
ウンドで行われ、熱戦が繰り広げられました。
　○優　勝　大原南公民館
　○準優勝　ウッドタウン公民館
　○第３位　御倉町公民館　汐見町公民館

市制施行10周年記念公民館対抗
市長旗争奪ナイターソフトボール大会

　９月18日、敬老訪問を行いました。
　市では毎年、９月１日現在で満80歳・満88歳・
満90歳・満95歳・100歳以上の方に長寿祝金を贈っ
ております。今年は、749人の方にお祝いを贈りまし
た。
　いつまでも、元気で長生きしてください。

「天
てん

吹
ぷく

」演奏のボランティア

長寿に敬意　祝金を贈る

　９月23日、潮風園で、「天
てん

吹
ぷく

」と呼ばれる尺八を小
さくしたような竹の楽器で、童謡の「ふるさと」や「荒
城の月」など５曲が演奏されました。
　これは、天吹奏者の生駒綱雄さんが毎月ボラン
ティアで開催しているもので、今年で６年目になり
ます。生駒さんは、各地の高齢者施設や公民館、イ
ベントなどでこうした天吹演奏のボランティアを
年間200回以上精力的に続けています。天吹のメロ
ディー合わせて入居している高齢者が歌う姿に生駒
さんは「皆さんとこうした時間をもてるのが楽しい」
と話し、活動の源になっています。

良井　フヂさん

　旭小学校児童が９月４日、旭小学校近くの国道３
号で〝交通安全レター作戦”を実施、手作りのお守り
と育てたハーブをドライバーに渡しながら「交通安
全に気を付けてください」と呼びかけました。
　お守りには児童がそれぞれ「信号無視しないでね」
とか「飲酒運転はやめてください」など交通安全を呼
びかけるメッセージが書き込まれており、お守りを
渡されたドライバーは「改めて気を付けようと気に
なりますね」と顔を引き締めていました。

運転に気を付けて“交通安全レター作戦”
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　９月23日にいちき串木野市庭球場で第32回宮之
原杯中学校新人ソフトテニス大会が開催されまし
た。
　県内から男女計50チームによる熱戦が繰り広げら
れ、串木野中学校女子Ａチームが見事第３位と健闘
しました。おめでとうございます。

宮之原杯中学校新人ソフトテニス大会

公民館対抗壮年バレーボール大会

第10回いちき串木野市民ゴルフ大会結果

　９月15日から19日にかけて、市来体育館で第36
回公民館対抗壮年バレーボール大会が開催されまし
た。
　同大会は、日頃の運動不足の解消や親睦を深めよ
うと開催されており、今年も選手と応援者が一緒に
声を出し、試合を楽しみました。
　優　勝　　平佐原公民館
　準優勝　　平向公民館（A）

　９月13日に、入来城山ゴルフ倶楽部にて、第10
回いちき串木野市民ゴルフ大会が開催され、101名の
選手たちが思い思いのプレーを楽しみました。
　大会結果は次のとおりです。
　○優　勝　後潟　直道
　○準優勝　高濵　洋
　○第３位　内堀　喜久芳
　○ベストグロス　後潟　直道

　９月21日、「E
い い と
AT こバスで行く！秋の快適クルー

ジングといちき串木野　満喫プレミアムツアー」が開
催されました。観光船で沖ノ島のサルに餌やり体験
や羽島散策、さつまあげ工場見学、冠岳の徐福像見
学などを行い、鹿児島市・薩摩川内市から参加した
20名は、豊かな自然や食を満喫していました。
　主催したいちき串木野総合観光案内所は、「いちき
串木野をもっと好きになってもらえるように、この
ようなツアーを今後も開催していくので、市民の皆
様にも是非ご参加していただけたら」と呼びかけてい
ます。

EAT こバスで行く！
秋の快適クルージングといちき串木野

満喫プレミアムツアー

第３位となった串木野中学校女子Ａチーム
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またはお問い合わせください。�政策課　☎33-5672

フェリーの乗り降りを快適に
新型タラップ贈呈

フォトコン

　　作品募集中
12月14日（月）まで

　 ９月22日、「日 本 酒
条例サミット in 京都
2015」が 開 催 さ れ ま
した。全国の条例制定
自治体・酒造組合等が
集 合 し ま し た。 本 市
も、PR レディーが「焼
酎で乾杯条例」を紹介
し、さつまあげ、ちり
めん、まぐろラーメン
など本市の観光や特産
品を PR してきました。

　９月28日、フェリーニュー甑を運行する甑島商船
株式会社に車いすの方も利用できるバリアフリーに
対応したタラップが寄贈されました。
　これは日本財団の助成を受けて（公財）九州運輸振
興センターが製作し寄贈したもので、甑航路の港に
は串木野新港、里港に続く３基目の寄贈となり、長
浜港に配備されます。
　このタラップはそれぞれの港にあわせた仕様と
なっており、特に高齢者には乗り降りがしやすいと
評判がよいとのことです。

　一般の部だけでなく
中学生以下のジュニア
の部の作品も募集して
います。

首都圏にいちき串木野を売り込め！
旅行エージェントに本市を PR

日本酒条例サミット in 京都2015で本市を PR

　９月８日、東京
地 区 の 旅 行 エ ー
ジェントを鹿児島
に招き、鹿児島の
観光地や食などを
知ってもらい、旅
行客の増加につな
げる試みが鹿児島
県東京観光連絡協
議会によって開催

され、首都圏の旅行エージェント約15名が本市を
訪れ、まぐろの館や薩摩藩英国留学生記念館を視察
しました。
　視察には副市長が同行し、冠岳や徐福伝説、観音ヶ
池の桜などを観光ツアーのコースに組み込んでもら
えるようトップセールスもあわせて行いました。

　９月19日、働く女性の家で国際料理交流が開催され
ました。
　講師の讃井ゆかりさん（管理栄養士）の指導により、
市内で日本語を勉強している留学生と市民が協力し
て、簡単な和食と飾り巻き寿司作りに挑戦しました。
　交流会では、お互いの国の料理や普段の食事につ
いて話しながら楽しく交流しました。

国際料理交流

紅葉の冠嶽
8名限定

写真家 下薗詠子
と撮るポートレート

詳しくは いちき串木野市�フォトコンテスト

11月29日（日）　9:00〜12:00
・参加料無料
・募集期間　10月１日〜11月13日
・メール、ハガキ、FAXで申込
・応募者多数の場合抽選。当選者のみ連絡します。
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「いつ、どこで起こるか分からない、災害」
　市では、土砂災害を想定した「平成27年度いちき
串木野市総合防災訓練」を次の日程で実施します。
　訓練では、住民避難訓練や合同救出訓練を実施
します。
●実施日時　10月25日（日）8:00〜12:30
●訓練場所　冠岳地域一円
　なお、情報伝達訓練として防災
行政無線の放送があり、また、合
同救出訓練のため消防車両等がサ
イレンを鳴らして走行します。
　皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

　市では、地震・津波や武力攻撃などの災害時に、
全国瞬時警報システム（Ｊアラート）により送られ
てくる国からの緊急情報を、防災行政無線で皆様
へお伝えするようにしています。
　11月５日の「津波防災の日」に次の日程で「緊急地
震速報」の訓練放送を行います。
　皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
●実施日時　11月５日（木）10:00ごろ
●防災行政無線の放送内容
　〜防災行政無線チャイム〜
　「こちらは、防災いちき串木野市役所です。」
　「ただ今から訓練放送を行います。」

※〜緊急地震速報チャイム〜
「緊急地震速報。大地震（おおじしん）です。

　大地震（おおじしん）です。これは訓練放送です。」

　　　※３回繰り返されます。
　　「これで訓練放送を終わります。」
　〜防災行政無線チャイム〜

　緊急地震速報を見聞きしたときに、あわてず
に自分の身を守れるか、訓練で確かめましょう！

　※ 学校や病院、福祉施設、事業所等に設置して
ある戸別受信機で、音量を“切”にしてある場合
でも、大音量で放送が流れます。

　※�今回の訓練放送は、防災行政無線を用いた訓
練放送です。テレビやラジオ等では、訓練放
送はありません。

　※�11月25日（水）11:00にも防災行政無線を用い
た全国一斉情報伝達訓練を実施します。

　☆ファミリーサポートセンター事業とは？

　育児の支援を行う事業で、ファミリーサポー
トセンターが、保育園、幼稚園、学童保育など
への送り迎えや、放課後の一時預かりなど子ど
もを預かってもらいたい方（依頼会員）と、子ど
もを預かってもらえる方（提供会員）の仲介をし
ます。

●会員になれる方
・依頼会員　�市内居住または市内事業所に勤務す

る方で、生後３か月以上の乳幼児か
ら小学生までの子どもがいる方。

・提供会員　�市内居住の20歳以上で、心身ともに
健康で子育て支援に意欲のある方。

※�依頼会員、提供会員は、いずれも登録が必要で、
ファミリーサポートセンターが開く講習会を受
講していただきます。

●申込方法
　�　入会申込書に写真２枚（サイズ2.4㎝×3.0㎝）
を添えて、窓口の福祉課または市来庁舎市民課
へ提出してください。入会申込書は窓口にあり
ます。

●問  合  せ　ファミリーサポートセンター
　　　　　　（福祉課内）

串木野健康増進センター（☎33－3450）
　９月８日の５歳児歯科検診で、むし歯がな
かったお子さんをご紹介します。

 田
た ぶ ち

渕　大
だ い き

貴くん   ・  下
し も ば ば

馬場 理
り の

乃ちゃん

 大
おおしろ

城　奏
か な と

仁くん   ・  永
ながよし

𠮷　恋
れ ん か

華ちゃん

 久
く ぼ

保　悠
ゆ う と

斗くん   ・  平
ひらかわ

川　叶
か な み

望ちゃん

 篠
しのはら

原 ほのかちゃん   ・  福
ふ く が の

ケ野 悠
ゆ う き

希くん

 下
し も さ こ だ

迫田　聖
せ い や

陽くん   ・  堀
ほ り の う ち

ノ内 七
な な み

美ちゃん

　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）おしらせ版おしらせ版

総合防災訓練の実施について
まちづくり防災課（☎33-5631）

防災行政無線を用いた「緊急地震速報」の
訓練放送を実施します

まちづくり防災課（☎33-5631）

ファミリーサポートセンター事業の
依頼会員・提供会員を募集します

福祉課（☎33-5618）
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●保  育  料　�児童の年齢と児童の属する世帯の課税状況によって決定
　　　　　　（友愛幼稚園は園にお問い合わせください）
●保育園（所）及び認定こども園（保育部分）（①～⑦⑨⑪）の入所基準（保育の必要性）
　（1）両保護者が昼間仕事をしている
　（2）両保護者が昼間家庭内で家事以外の仕事をしている
　（3）母親が妊娠中または出産後間がない
　（4）保護者が病気または負傷し、あるいは障害がある
　（5）両保護者が病人などの看護をしている
　（6）災害の復旧にあたっている
　（7）明らかにその児童が保育の必要があると市長が認めたとき
　※�ただし、その世帯の保護者以外の同居（または近隣在住）の親族等が児童を保育できるときは入所でき
ません。したがって、集団保育を経験させたいなどの理由では入所できません。

●認定こども園（教育部分）と幼稚園（⑧⑩⑫⑬）の入所基準
　　3歳以上であればよく、その保護者の事情は考慮しません。
●受付期間　11月２日（月）〜11月30日（月）
●支給認定・入園・入所申込
　　①〜⑦⑨⑪の保育園（所）、認定こども園（保育部分）
　　　新規入所申込…串木野庁舎福祉課
　　　継続入所申込…串木野庁舎福祉課、市来庁舎市民課及び各保育園等
　　⑧⑩⑫⑬⑭の認定こども園（教育部分）、幼稚園はそれぞれの園へ申し込み。
　　※�ただし、（仮称）くしきの森のこども園を継続入所申込の場合、⑧は串木野幼稚園（☎32-2461）、⑨は

願船寺保育園（☎32-3700）
　　※⑫⑬の幼稚園は原則先着順受付とし、定員に達した場合、お断りする場合があります。

平成28年度保育園・幼稚園・認定こども園の入所・入園の申込について
福祉課（☎33-5618）・市来庁舎市民課（☎21-5117）・学校教育課（☎21-5127）

保育園（所）・幼稚園 必要となる支給認定 所在地 定員 問合せ

① 串木野保育園

２号または３号

本浜町 50 32－1779

② 羽島保育園 羽島 60 35－0045

③ 浜ヶ城保育園 浜ヶ城 50 32－4712

④ 太陽保育園 西塩田町 70 32－7910

⑤ 照島保育園 照島 100 32－3324

⑥ 市来保育園 湊町 100 36－2166

⑦ 生福保育所 生福 90 32－3359

⑧
（仮称）くしきの
森のこども園

教育部分…１号
金山

35 32－2461
（串木野幼稚園）

⑨ 保育部分…２号または3号 70 32－3700
（願船寺保育園）

⑩ （仮称）神村学園附属
認定こども園

教育部分…１号
別府

120
21－2072

⑪ 保育部分…２号または3号 60

⑫ 旭幼稚園
1号

金山 25 32-8532

⑬ 市来幼稚園 大里 70 36-3188

⑭ 友愛幼稚園 認定不要（就園奨励費補助金等制度など現行制度のまま） 住吉町 20 32-2915

　来年４月から市内の保育園等に入所を希望する児童の入所・入園申込を受け付けます。
　今年４月から「子ども・子育て支援新制度」が全国でスタートしており、入所・入園するためには「支給認定」
を受ける必要があります。「支給認定」は子どもの年齢や保育の必要性に応じて１号から３号まであり、認定
区分によって利用できる施設や時間が変わります。
　「支給認定」について詳しくは次ページをご覧ください。
●平成28年度保育園等一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※定員については、平成27年10月１日現在です。
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保育園・幼稚園・認定こども園制度について
福祉課（☎33-5618）

　本年４月から「子ども・子育て支援新制度」が全国でスタートしており、本市でも願船寺保育園と串木野
幼稚園、神村学園附属幼稚園の３つの園が、来年４月から認定こども園に移行する予定です。
 支給認定について
　新制度では、保育園や公立幼稚園等の利用を希望される場合、入所・入園の決定の前に、保護者の就労
状況等をもとに、利用のための認定（支給認定）を受ける必要があります。（平成27年度中に既に支給認定を
受けられている方については、入所申込時に現況届を提出していただきます。）
　支給認定には保育の必要性の有無や年齢に応じて、３つの区分があります。

（1）支給認定の種類

　※願船寺保育園、串木野幼稚園及び神村学園附属幼稚園は、平成28年３月までは現行制度のままです。
　※�友愛幼稚園は、現行制度のまま継続します。就園奨励費補助金等制度に変更はありません。

（2）保育を必要とする時間に応じた区分
　�　２号（保育・満３歳以上）または３号（保育・満３歳未満）認定には、保育を必要とする時間によってさ
らに「保育標準時間（11時間）と「保育短時間（８時間）」の２つの区分があり、利用できる時間が異なります。

（3）保育料
　�　保護者が負担する保育料は所得に応じて決まります。具体的な金額は国の基準をもとに本市の保育料
を定めることになり、保育料も「保育標準時間（11時間）と「保育短時間（８時間）」の２つの区分に分けられ
ます。

認定区分 対象となるお子さん 利用できる施設

１号認定
（教育標準時間認定）

満３歳以上
　幼稚園等での教育を希望される場合

○公立幼稚園（市来、旭の２幼稚園）
○認定こども園（教育部分）
・（仮称）くしきの森のこども園
・（仮称）神村学園附属認定こども園

２号認定
（保育認定）

満３歳以上
　�「保育の必要性」があり、保育園等での保育
を希望される方

○�私立保育園（串木野、羽島、浜ヶ城、太陽、
照島、市来の６保育園）
○公立保育所（生福保育所）
○認定こども園（保育部分）
・（仮称）くしきの森のこども園
・（仮称）神村学園附属認定こども園

３号認定
（保育認定）

満３歳未満
　�「保育の必要性」があり、保育園等での保育
を希望される方

見守るくん 

十分検討しよう

ひとこと助言

 

●IP電話はインターネット回線を利用するサービスのため、勧誘事業者を通じて、光回線、プロバイ
　ダ、その他オプションサービス等を同時に契約することが多く見られます。
●さらに、IP電話に変更したことにより、これまで利用できていた緊急通報サービスなどが使えなく
　なる場合もあります。
●勧誘されても、その場で返事をせずに、家族などと一緒に契約内容や１か月の支払総額、解約条件
　などを確認しましょう。
●困ったときは、いちき串木野市消費生活相談窓口（☎33-5638）にご相談ください。

「IP電話に変更すれば電話料金が安くなる。工事費用も工事後に返金す
る」という勧誘電話があった。年金生活なので、安くなるなら助かると
思い承諾した。その後、工事費用は返金されたが、毎月の電話料金がこ
れまでの２.５倍になり驚いた。契約書を息子
に見てもらうと、インターネット接続サービ
スも契約していることが分かった。パソコン
を持っていないので不要な契約だ。説明と違
うので納得できない。　   （80歳代　女性 ）

安くなるはずの電話料金が
　　　２．５倍に　ＩＰ電話の契約
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　遺児世帯の福祉の増進を図るため手当を支給しま
す。
●対象児童　�父母の両方が死亡した児童（※）、もし

くは生死不明・拘禁等により父母がい
ない児童（※）

　　　　　　※児童：義務教育終了前の方
●支  給  先　�養育者（当該児童と同居して生計を同

じくし、かつ養育している方）
●支給要件　�対象者が平成27年10月１日現在、本

市に住所を有していること。
　　　　　　�※�児童が社会福祉施設（保育所を除く）

に入所しているとき、障害児福祉手
当を受けているとき、または、養育
者が児童扶養手当を受給していると
きは支給されません。

●金　　額　年額24,000円
　　　　　　（２人目以降１人につき6,000円を加算）
●申請方法　�11月27日（金）までに対象児童と養育

者の世帯全員の住民票及び戸籍謄本を
添付し申請してください。

　　　　　　�※�申請書は福祉課または市来庁舎市
民課にあります。

●申請・問合せ　福祉課または市来庁舎市民課

【ご存知ですか？障害基礎年金】
　国民年金に加入中や、20歳前の病気やケガにより
障害の状態（精神の障害も含みます）になった場合、
一定の要件を満たせば障害基礎年金が支給されま
す。
◎障害基礎年金を受けるための主な要件
　①�初診日（病気やケガで初めて医師の診療を受け
た日）において、国民年金に加入していること。
または、加入していた60歳以上65歳未満の方。

　②�保険料を納付した期間、または免除された期間
が、保険料を納付しなければならない期間の３
分の２以上であること。（特例措置があります）

　③�障害認定日（初診日から１年６か月を経過した
日、またはそれ以前に病状が固定した日）に障
害等級表の１級または２級の障害の状態に該
当すること。（※身体障害者手帳の等級とは異
なります）

　④�病気やケガの初診日が20歳前の場合には、20歳
から受けられます。（所得制限があります）

※�詳しい要件や手続き、ご相談は市役所市民課ま
たは川内年金事務所（☎︎22-5276）へ

　40歳以上（平成28年４月１日現在）の方を対象に
胃がん・腹部超音波・大腸がん検診を実施します。
　申込をしていない方も受診できます。なお、大
腸がん検診を受診する方には、検査キットを送付
しますので、串木野健康増進センターへご連絡く
ださい。

※�大腸がん検診のみ受診される方は、上記受付時
間終了後から、30分間（場所によっては１時間）の
受付となります。

●検診費用

※１　 大腸がん検診無料クーポン券が送られてき
た方は無料

※２　国保加入者は無料
※３　 無料となるには検診前日までに減免申請が

必要
○�詳しくは、串木野健康増進センターへお問い合
わせください。

遺児手当の受給申請について
福祉課（☎33-5618）・市来庁舎市民課（☎21-5117）

ねんきん広報だより
市民課（☎33-5612）・市来庁舎市民課（☎21-5114）

胃がん・腹部超音波・大腸がん検診のお知らせ
串木野健康増進センター（☎33-3450）

実施日 検診会場 受付時間
11/10（火） 川上交流センター 8:00�〜� 9:30
11（水） 川北交流センター 8:00�〜� 9:30
12（木）

市来保健センター 8:00�〜�10:00
13（金）
17（火） 冠岳交流センター 8:00�〜� 9:00
18（水） 生福交流センター 8:00�〜� 9:30
19（木） 旭交流センター 8:00�〜� 9:00
20（金） 荒川交流センター 8:00�〜� 9:00
30（月） 串木野健康増進センター 8:00�〜�10:00

12/ 1（火）
上名交流センター 8:00�〜�10:00

2（水）

3（木） 串木野健康増進センター（羽島地区） 8:00�〜�10:00

4（金） 照島交流センター 8:00�〜�10:00
7（月）

串木野健康増進センター 8:00�〜�10:00

8（火）
9（水）
10（木）
14（月）
15（火）

検診 社保
加入者

国保
加入者

後期
高齢者

（75歳以上）

高齢
受給者証の

交付者
（70～74歳）

生活保護
世帯または

市民税
非課税世帯

胃がん 1,000円 無料 無料 無料
（※3）

腹部
超音波検診 3,650円 無料 3,650円

（※2） 3,650円

大腸がん
検診

700円
（※1） 無料 無料 無料

（※3）
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　地元の生産者と交流し、食と農を楽しく学んで、
秋の思い出を作ってみませんか。
●日　　時　11月29日（日）10:00～15:00
●内　　容　・畑で果樹収穫体験
　　　　　　・生産者との交流
　　　　　　・親子でクッキング
　　　　　　　（地元産の野菜で郷土料理教室）
　　　　　　※内容は変更になる場合があります。
●対  象  者　�小学生と保護者（父母または祖父母）

20人〔定員になり次第締切〕
●参  加  料　1人1,000円
●用意する物　�汚れてもよい服装、帽子、タオル、飲

み物、エプロン、三角巾、バッグ（収
穫物入れ）

●申込期限　10月26日（月）～11月13日（金）
●申  込  み　農政課または生活研究グループ
　　　　　　会長　松下（☎︎・FAX　32-1155）

　日置地域農業用廃プラスチック類適正処理推進
協議会では、農業用廃プラスチック類の回収（串木
野地域）を行います。
　農業者の方は、注意事項をしっかり守り、回収
にご協力ください。
●回収日時　11月11日（水）8:30～11:00
●回収場所　野元家畜市場跡地
●処理経費　処理単価　30円／㎏程度
　　　　　　農協口座で引き落しとなります。
●持参するもの　印鑑、農協の口座番号
●注意事項
　・�３か所を同種類のビニールひもで結び、つづ
ら折りにしてください。

　・�異物（排出ビニル以外のもの）が混入しないよ
うにお願いします。

　・�空容器（ポリ・缶）については、キャップを取
り除き中身を洗浄してください。

　・�運搬の際に産業廃棄物運搬車両の表示及び書
面の携帯が必要になります。

●問  合  せ
　・さつま日置農協串木野支所経済課　☎︎32-3265
　・市役所農政課農林係

農業用廃プラスチック類の回収（串木野地域）
農政課（☎33-5635）

わくわく体験「食
しょく

農
の う

楽
が く

バスツアー～味覚の秋編～」
参加者募集

農政課（☎33-5635）

『指宿』のがん陽子線治療をご存知ですか
串木野健康増進センター（☎33-3450）

《陽子線治療とは…》
　放射線治療のひとつで、水素の原子核を利用した治療です。
これらの粒子を光速近くまで加速し、がん病巣に向けて照射し
ます。
　陽子線治療は、がん病巣を狙い撃ちできるため、周辺の正常
組織への影響を最小限に抑えることができ、副作用も少なくて
すみます。治療中は、熱や痛みを感じることはなく、１日約20
分程度の治療ですみます。
�
《陽子線で治療できる臓器について》
　陽子線治療は正常な組織にダメージを及ぼすことなく、また
患者さんに苦痛を与えることなく、がんだけをピンポイントに
狙い撃ちできます。頭頸部、肺、肝臓、膵臓、腎臓、前立腺が
んなどのがんに対して有効です。ただし、胃や十二指腸、大腸
などの消化管およびこれら消化管と接している卵巣などの臓器、
膀胱などは対象外となります。
　メディポリスでは、2011年１月の開業より７月末現在1,518
名の患者さんに治療を行っております。

一般財団法人メディポリス医学研究財団

メディポリス国際陽子線治療センター
（5月1日に名称が変わりました：旧名称「メディポリスがん粒子線治療研究センター」）

〒891-0304　指宿市東方5188番地
E-mail：info@medipolis.org
H　  P：http://www.medipolis.org
　☎　：0993-23-5188 、FAX：0993-24-3450

患者さん相談窓口
◎センター（指宿）
   ☎︎0993-24-3456
◎オフィス鹿児島（鹿児島市加治屋町）
   ☎︎099-210-7615

●陽子線治療の治療費

　　　288万3千円
※ 陽子線治療にかかる費用は全額自己負担とな

ります。
※ がんの種類や大きさ、照射回数に関係なく、

１治療に対する治療費です。

「陽子線治療」を受けやすい環境を整備するため、
患者さんまたはその家族などが、銀行などから
治療費を借り入れた場合、県が利子の一部を助
成する制度があります。

●粒子線がん治療費利子補給事業
　【対象者】患者本人（鹿児島県民）または家族等
　【対象借入金】借入金のうち陽子線治療相当分
　【利子補給率】６% 以内
　【利子補給期間】５年以内
　【その他】所得制限あり
●問合せ　県庁地域医療整備課
　　　　　☎︎099-286-2693
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　平成28年版農業日誌等の予約を受け付けていま
す。
ご希望の方は農政課にお申し込みください。
●種　　類　・農業日誌：1,450円/冊（税込）
　　　　　　・ファミリー日誌：1,450円/冊（税込）
　　　　　　・新農家暦：520円/冊（税込）
　　　　　　※代金は引渡し時にお支払いください。
●申込期限　11月10日（火）
●引渡予定　12月中旬
※�申込期限後の注文については、送料を負担して
いただくことになりますので、早めにご注文く
ださい。

　イベント会場や市内の飲食
店、物産館などのスタンプラ
リー加盟店で、お食事やお買
物をして３ポイント貯める
と、いちき串木野の特産品
などが総勢200名に当たりま
す。
　加盟店など詳しくは台紙を
ご覧ください。

●期　　間　12月６日（日）まで
●応募方法　�加盟店と観光案内所に置いてある台

紙に３ポイント集めて応募してくだ
さい。抽選で賞品が当たります。

・Ａ賞　冷凍まぐろ＆焼酎セット　　　　10名様
・Ｂ賞　いちき串木野特産品詰合せ　　　20名様
・Ｃ賞　加盟店で使えるお食事お買物券　30名様
・Ｄ賞　特製オリジナルグラス　　　　�140名様
●問  合  せ
　いちき串木野総合観光案内所�　☎︎32-5256

　市制施行10周年記念事業「ふるさと三行詩大会」
表彰式を市文化祭で実施します。日程等は下記の
とおりです。
●ふるさと三行詩大会表彰式
　日　　時　11月１日（日）　13:35〜
　場　　所　市民文化センター　大ホール
※�受賞作品は文化祭時に、市民文化センター入口
に展示します。
　ご来場をお待ちしています。

●日　　時　11月23日（月・祝）勤労感謝の日
　　　　　　9:00〜15:30
●場　　所　冠岳花川砂防公園
●内　　容　�物産展・長崎龍踊り・田中星児ミニ

コンサート・柴燈護摩供養・冠嶽神
社秋季例大祭等

●駐車場（各駐車場からシャトルバス運行）
　・第１駐車場（胡麻段）〜串木野方面から〜
　・第２駐車場（宇都）〜樋脇方面から〜
　・第３駐車場（多目的グラウンド東側）
　・第４駐車場（　　　〃　　　　南側）
　・第５駐車場（いちき串木野環境センター西側）
　※�会場周辺の駐車場は大変混雑します。第３・
４駐車場（多目的グラウンド）、第５駐車場（環
境センター）に駐車して便利な無料シャトルバ
スをご利用ください。

こののぼりが目印

市制施行10周年記念事業
いちき串木野市ふるさと三行詩大会表彰式

社会教育課（☎21-5128）

まぐろ＆特産品スタンプラリー
in いちき串木野

水産商工課（☎33-5638）

市制施行10周年記念　平成27年度
「かんむりだけ山市物産展」の開催

観光交流課（☎32-3111）

≪多目的グラウンド・環境センター周辺≫

≪会場周辺≫

会場⇔環境センター⇔グラウンドを約15分
で結ぶ大型シャトルバスを運行します。

旧GS

第3駐車場
・約200台収容

串木野方面 からの方は、
【第１駐車場】へ
・約400台収容
・会場まで徒歩300m
・高齢者、身障者優先
  シャトルバス運行

樋脇方面 からの方は
【第２駐車場】へ
・約100台収容
・会場まで2km
・中型シャトルバス運行

バスの発着所は
こちらになります

第4駐車場
・約100台収容

総合体育館

冠岳小

冠嶽神社

第5駐車場
・約100台収容

（
県
道
）

（
県
道
）

会
場

串木野方面

串木野方面

樋脇(会場)方面

樋脇方面

い
ち
き
串
木
野

環
境
セ
ン
タ
ー

グ
ラ
ウ
ン
ド

農業日誌等の予約受付
農政課（☎33-5635）
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●�定員を超えた場合は初めての方を優先し、それ以外は抽選となります。
　申込結果は各人に通知します。申込者が少ない場合は開講しないことがあります。
●受  講  料　無料（材料費等は実費負担）
●申  込  み　�11月10日（火）までに、社会教育課、中央公民館、いちきアクアホールの申込書に記入のうえ、

備え付けのポストに投函。（ファックスでの申し込みも可。氏名・住所・電話番号・年齢・申
込講座名を記入）（FAX36-5044）

●開  講  式　11月５日（木）17:00～20:00
　※17:00～17:30は会場設営準備になります。
●場　　所　総合体育館
●期　　間　11月５日（木）～３月17日（木）
　　　　　　（全18回　毎週木曜日に開催）
●対  象  者　市内に居住または在学する中学生
　　　　　　（保護者の承諾を得た者で送迎が可能な者）
●保  険  料　800円
●申込方法
　10月21日（水）9:00から申し込みを開始します。
所定の申込用紙に必要事項を記入（保護者承諾印が
必要）し、保険料を添えて市民スポーツ課（市来庁
舎）または総務課（串木野庁舎）または総合体育館へ
申し込んでください。
※申込用紙も上記３箇所に設置してあります。

●日　　時　11月22日（日）8:30開会
●場　　所　いちき串木野市庭球場
●競技方法　個人戦のみ（一般の部、女子の部）
●参加資格　�市内に居住または勤務・在学する中学

生以上（市ソフトテニス Jr. 会員は可）
●参  加  料　１ペア1,200円（中学生以下800円）
●参加申込　�11月10日（火）までに市ソフトテニス

連盟事務局（健康増進課　池之上）
　　　　　　☎︎21-5128

●11月10日（火）～15日（日）　市来分館
●11月16日（月）～23日（月）　串木野本館
　上記期間中は蔵書点検のため休館します。期間
中の本の返却は、返却ポストへお願いします。
※�15日（日）・23日（月）は両館とも休館となります
ので、ご了承ください。

　市内のみなさまの多数のご参加・ご声援をお願
いします。
●日　　時　11月15日（日）9:00　開会式
●場　　所　総合体育館
●試合方法　個人戦
　種　目（クラス）
　・男子ダブルス【C（初級）・B（中級）・A（上級）】
　・女子ダブルス【C（初級）・B（中級）・A（上級）】
　・混合ダブルス【C（初級）・B（中級）・A（上級）】
　※ C（初級）は、バドミントン経験の浅い人
●参加資格　�市内に居住、勤務もしくは在学する

中学生以上
●参  加  料　一人一種目1,000円（高校生以下500円）
　　　　　　※参加料は当日徴収します
●申  込  み　11月６日（金）まで
　　　　　　※�申込用紙等についてはお問い合わ

せください。
●問  合  せ　�バドミントン協会事務局　伊藤
　　　　　　（市役所総務課）☎︎33-5633

生涯学習講座（短期講座）受講生募集
社会教育課（☎21-5128）

蔵書点検による休館のお知らせ
市立図書館（☎33-5655）

バスケットボール教室受講生募集
市民スポーツ課（☎21-5129）

第41回 シーサイドソフトテニス大会
市民スポーツ課（☎21-5129）

市制施行10周年記念
第52回 市内バドミントン大会

市民スポーツ課（☎21-5129）

講座名 対象者 講座内容（用意するもの） 会場及び実施日 会　場

ふるさと
うんまかもん
郷土料理教室

一般
（定員20名）

鹿児島をはじめとする郷土料理を作り
味わいます。
（材料費1,000円程度）

11/21・12/5
土曜日（全２回）
9:30〜12:00�

市来
保健センター

ガラス
フュージング
教室

一般
（定員15名）

ガラスを溶かし合わせてアクセサリー
やフォトフレームなどを作ります。
（材料費1,500円程度）

11/30・12/7・12/14
月曜日（全３回）
13:30〜15:30

中央公民館

親子で楽しく
リトミック教室
（その３）

未就学児と
その家族

（定員20組）

音やリズムを用い、楽しみながら親子
のコミュニケーションを図ります。

11/29
日曜日

14:00〜15:00

上名
交流センター
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お　く　や　み（９月届出分）

故　人 年齢 住所または 
公 民 館 喪主または届出人

田　中　矢　八 93 元 町 田　中　ア　キ
峯　元　六　夫 86 松 尾 峯　元　宏　誌
濵　田　準一郎 87 平 向 濵　田　カツヱ
西　川　實　義 92 浦 和 町 西　川　信　孝
料　屋　幸　一 60 袴 田 料　屋　沙　織
南　濵　次　男 83 本 浦 東 南　濵　良　子
満　園　己　善 94 市 口 満　園　康　政
永　山　キヨ子 93 曙 町 永　山　公　弘
小　屋　和　子 89 照 島 下 岩　下　朱　美
濵　畑　三次郎 96 大 原 町 濵　畑　ト　ミ
本　坊　武　次 92 旭 町 本　坊　葉　子

　形　ミ　子 98 岳 釜 　形　一　吉
戸　田　ヒロ子 71 草 良 戸　田　伸　善
冨　宿　耕　造 65 御 倉 町 冨　宿　優　子
上　夷　宗代子 74 ひばりが丘 上　夷　廣　美
中　屋　恒　子 63 野 元 中　屋　信　一
藤　脇　キサヱ 86 岩 下 藤　脇　勝　徳
坂　元　サキ子 93 元 町 坂　元　　　强
谷　川　不二江 90 麓 久　德　博　子
三　輪　光　義 86 舟 川 前 三　輪　ツギ子
中　村　安　男 85 御 倉 町 中　村　セキ子
濵　﨑　重　男 88 平 江 濵　﨑　龍　一
入　枝　和　男 85 浜 西 入　枝　京　子
勝　田　　　茂 77 島 平 上 勝　田　　　洋
中　村　サ　ヱ 92 木 屋 中　村　あや子
上　竹　ツ　ヤ 96 御 倉 町 濵　﨑　眞知子
萬　福　敏　夫 80 萩 元 下 萬　福　礼　子
平　石　 　枝 76 福 薗 平　石　五　郎

（届出人が同意された方を掲載してあります）�

国民健康保険税　　　　　　第 4 期
介護保険料　　　　　　　　第 4 期
後期高齢者医療保険料　　　第 4 期

11月２日

　移動図書館車が市内を巡回します。お気軽にご
利用ください。

※詳しくは、市立図書館へお尋ねください。
※�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。

　「食」をテーマに読み聞かせやエプロンシアター、
パネルシアターなどを行います。ちょっとした工
作もありますのでぜひ、遊びに来てください！
●日　　時　11月７日（土）15:00〜（１時間程度）
●場　　所　串木野中央公民館　第１・２会議室

　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』を希望され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

　納期限内の納付にご協力ください。
　今月の口座振替日は、10 月 26 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。

税金で　守ろう　未来の社会保障
（平成 26年度「税に関する標語入賞作品」より）

11月の心配ごと相談
社会福祉協議会（☎32-3183）

11月の移動図書館車巡回日程
市立図書館（☎33-5655）

秋のスペシャルおはなし会
市立図書館（☎33-5655）

10月の市税納期
税務課（☎33-5682）

相�談�場�所
及　び
相�談�時�間

相談種別
相　談　日

相談員6日 13日 20日 27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
4日 10日 17日 －

心配ごと
相 談 員

水 火 火 －
○ ○ ○ －

コース 巡回日 コース 巡回日

1コース 3日（火）
荒川小休み ９コース 12日（木）

2コース 4日（水） 10コース 休み

3コース 5日（木） 11コース 休み

4コース 6日（金） 12コース 休み

5コース 10日（火） 13コース 24日（火）

6コース 11日（水） 14コース 25日（水）

7コース 13日（金） 15コース 26日（木）

8コース 27日（金）
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かわいい天使たち（８月届出分）

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。）

「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3124

浮邉　惺
せ
那
な
くん

（ひばりが丘）

中野　颯
そ
良
ら
くん

（迫田前）

みんな待ってたよ。
兄弟仲良くね

父：純平さん・母：菜緒さん

広い心をもった元気な子に育ってね
父：優作さん・母：祐希さん

西　菜
な
々
な
実
み
ちゃん

（平佐原）

福園　惺
せい
菜
な
ちゃん

（天神）

宮　遥
はる
奏
か
ちゃん

（春日町）

平石　希
の
羽
わ
ちゃん

（袴田）
寺園　幸

こう
生
せい
くん

（麓）

みんな待ってたよ♡
元気にすくすく育ってね！

父：良太さん・母：知佳さん

元気にすくすく育ってね
父：伸治さん・母：美保さん

悠莉お兄ちゃんと仲良く
すくすく育ってね

父：武夫さん・母：美沙さん

お姉ちゃん達みたいにやさしく
元気に育って下さい

父：紀朗さん・母：麻美さん

お姉ちゃんと仲良くね
父：昌弘さん・母：直美さん

時田　大
だい
吉
きち
くん

（松原）
中屋　心

み
花
はな
ちゃん

（ウッドタウン）

心も身体も大きな男の子に育ってね！
父：智之さん・母：由香理さん

元気に生まれてきてくれてありがとう
父：慶太さん・母：美由紀さん

若松　海
かい
斗
と
くん

（汐見町）
家族の宝♡

すくすく元気に育ってね！
父：清さん・母：祥子さん
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