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薩摩藩英国留学生に贈る花火
　花火会場に停泊する帆船「みらいへ」。11月、国文祭・薩摩
藩英国留学生フェスティバルの最中に羽島沖に現れ、150年前
に同じ羽島沖に現れたオースタライエン号を彷彿させました。
　薩摩藩英国留学生は、日本の未来を信じてそのオースタラ
イエン号に乗り、英国へ出航しました。150年前は鎖国の時代。
幕府の目を避けた密出国です。成し遂げた偉業に対してあま
りにもさびしい船出だったのではないかと想像します。
　ならば、せめてはなむけに、彼らの信じた未来に生きる私
達からこの花火を贈りたい、と目の前にある“オースタライエ
ン号”を見ながら思った夜でした。
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いちき串木野市の［発見！・新情報 !!］をお届けします

広報 

いちき串木野



　11月15日に市民文化センターで金山の歴史を

テーマにシンポジウムが開催されました。

　午前中に小中学生の発表と金の知識を深める講

演、午後は金の専門家の基調講演の後、パネルディ

スカッションが行われ、考古学や民俗学、坑道跡

を利用した焼酎の製造を行っている地元企業など

がそれぞれの立場から金や串木野鉱山について考

えを述べました。また、会場の人も参加して金山

を活用したまちづくりについて意見交換し、県外

で実践している事例や地域おこしの事例など様々

な意見が出され、熱気あふれるシンポジウムとな

りました。

文化の祭典「国文祭」
　全国各地からアマチュアを中心とした文化団体や愛

好者が集まり、文化活動の成果を発表、競演し交流す

る国内最大のイベント、「国民文化祭」が鹿児島県を舞台

に開催されました。

　10月31日から11月15日まで全43市町村で155もの

催しが開かれ、「本物の素材」であふれるそれぞれのまち

の文化芸術を発信しました。

　いちき串木野市でも、11月７日、８日、15日の３日間

に渡り、歴史や食をテーマに３つの事業を開催しまし

た。来場者の反応を見るとどれも素晴らし内容だった

ことがよく分かりました。特に歴史は普段見えづらい

ものだけに、見つめなおす良い機会になりました。

　本市で開催された事業を少しだけご紹介します。
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第30回 国民文化祭・

薩摩藩英国留学生
フェスティバル

金山の歴史
～串木野金山の歴史を紐解く～

➡

➡

　11月７日、羽島沖に帆
船が出現。まるで薩摩藩英
国留学生が決死の思いで渡
欧した150年前にタイムス
リップしたかのよう。

ひっとべ

　薩摩藩英国留学生記念館や羽島小学校などを
会場に11月7日、8日に開催されました。
　「ここから旅立った若者たちは何を見て、何
を持ち帰ったのか？」を探るため、シンポジウ
ムや寄席などで楽しく学ぶことができた２日
間。現代に生きる私たちが彼らから学ぶべきこ
とは多いと感じました。

　金色に光っているのが金。大きい方は５cm 程度は
ありました。これだけ大きくはっきり見えるのはとて
も珍しく、通常は鉱石の中にある微量の金を様々な方
法で濃集して取り出します。
　串木野鉱山の金の産出量は56トン。これは日本で
４位の産出量です。大正４年頃は年間産金量日本一で
した。
　なお採掘は平成21年に再開していて、今でも続い
ています。
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①�活発な意見が出されたパネルディスカッ
ション。鹿児島大学名誉教授の新田栄治
氏をコーディネーターに、三井串木野鉱
山㈱社長�五味篤氏、濵田酒造グループ
代表の濵田雄一郎氏、市文化財保護審議
会会長の所﨑平氏がパネリストを務めま
した。
②�中学生による調べ学習の発表。串木野中
学校は、金がいったん生産されると腐食
などで消えない科学的な特性に注目。三
井串木野鉱山のリサイクル事業などを丁
寧に取材し、「次の世代に限りある資源を
つなげていくため金の再利用を進めてい
かなければならない」と結論付け、会場
から大きな拍手が送られました。また、
串木野西中学校は、地元の偉人「長谷場
純孝」が金の解説をするユニークな方法
で発表しまた。
③�串木野鉱山の昔の様子の写真展
④�オープニングを飾った旭小学校の石当
節。鉱山での採掘の様子を踊りにしたも
のです。

　会場内外では、裏千家呈茶席や家元池坊
と小原流の生花展示のほか、宝石採り体験
など様々な体験活動を、親子で楽しむ姿も
見られました。

①�留学生が学んだロンドン大学�元
副学長�ジョン・ホワイト教授の
講演。
②�住吉美紀さんのトークショー。
薩摩スチューデントへの思いと
海外交流の大切さを語りまし
た。
③�美味しい紅茶の淹れ方教室も。
④�陸上自衛隊第８音楽隊の演奏。
おはら節を熱唱する隊員。日本
で最初の吹奏楽団は薩摩藩士だ
そうです。
⑤�地元の方や今夏薩摩スチューデ
ント派遣事業で渡英した中高生
などによるリレートーク。
⑥�羽島青年学級が薩摩スチューデ
ントの渡欧劇を熱演。実に10年
ぶりの公演でした。

　11月８日、地かえて祭りと同時開催。

専用のテントでは、市観光大使も務める

濱﨑龍一シェフが本市で獲れた伊勢海老

などを使った料理２品をデモンストレー

ションで作りました。作った料理の一部

は来場者にも配られました。一流シェフ

の腕で本市の豊かな食材が見事な料理に

変わる様に会場からは感嘆の声が上がっ

ていました。

⑥

①

②

④

③

⑤

かごしま2015 ～文化維新は黒潮に乗って～

いちき串木野食の祭典

Pesce e Aragosta alla "Ichikikushikino"
白身魚と伊勢えびのいちき串木野風

平成27年10月31日～11月15日 
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　10月22日から24日にシンガポールで開催

された A
ア セ ア ン

SEAN 最大の日本食見本市「おいしい

J
ジ ャ パ ン

APAN2015」にいちき串木野市ブースを出展、

市内企業４社が本市特産品のミナミマグロ・つ

けあげ・焼酎・まぐろラーメン・和牛ロースト

ビーフ・刺身醤油などを出展し、現地でどのよ

うに受け入れられるか確かめてきました。

海外で人気の日本食

　海外での日本食ブームを背景に、日本から過

去最大の294社・団体が出展し、会場はマレー

シア・ベトナム・インドネシアなどからのバイ

ヤーや日本食ファンなどで賑わい、３日間で約

11,000人が来場しました。

　シンガポールは人口547万人程度ですが、一

人当たりの所得水準が日本より高く、食生活は

外食の比率が高い国です。その中で日本食は野

菜や魚が多く安全・安心・ヘルシーというイメー

ジが定着しています。国内には約900店の日本

食飲食店があり、こちらの２倍程度の価格にも

かかわらず若者からファミリー層まで人気があ

り、日本食への関心が高い様子が伺えました。
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特産品の輸出に手ごたえあり!
おいしい J

ジ ャ パ ン

APAN2015 in シンガポールに
いちき串木野市ブースを出展

たくさんの人で賑わった「おいしい JAPAN2015会場」

現地メディアの取材。関心は高いと感じた。



本市の特産品の反応は？

●ミナミマグロ
　�　来場者の多くがまず知名度が高いマグロに

手を伸ばしました。普段食べているマグロよ

り美味しく、甘い刺身醤油と合っていると高

く評価し、バイヤーから数件の見積り依頼や、

他の寿司ネタは無いか問合せもありました。

マグロラー油やマグロ漬け丼も好評でした。

●つけあげ
　�　現地では麺類に魚のすり身団子が使われて

います。本市のつけあげの特徴の、甘くて柔

らかい味付けのつけあげは人気で、現地在住

日本人から現地百貨店で購入できないか尋ねられました。

●焼酎
　�　日本＝ SAKE（酒）のイメージが強く、認知度は低いようでしたが、試飲してもらうと風味の良

さや甘いリキュールなどに良い感触を得ることが出来ました。

●和牛ローストビーフ
　�　規制の関係から現地で調理したものを試食する形となりましたが、本市の製品が事前に新聞で

注目商品として取り上げられるなどWAGYU（和牛）の人気の高さが伺えました。

●まぐろラーメンとイスラム向けサムライ ･ラーメン
　�　評価が高く、あっという間に試食が無くなり多くの方が購入していきました。特にサムライ・ラー

メンは現地新聞でも取り上げられ、宗教上の理由で牛・豚・鶏の動物性原料やアルコールを使用

したものが食べられないハラル対応の日本食として、マーケットの関心の高さを伺うことができ

ました。

　今回、串木野港からマグロ転載船を利用して食品を試験的に輸出し、初めて海外物産展に出展し

ましたが、マグロを中心とした本市特産品に良い感触を得ることができ、今後の食品輸出の可能性

を感じる機会となりました。

※食品輸出に関心のある事業者の方へ

　市では串木野港からの食品輸出促進に向けて
販路開拓や貿易実務等の情報交換を行う勉強会
の設置を検討しています。関心のある事業者の
方は、ご連絡ください。
政策課企業立地係　☎33-5628
e-mail : seisaku2@city.ichikikushikino.lg.jp
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今回の串木野港からの出荷の様子

本市特産品が並んだいちき串木野ブース



いちき串木野市の財政状況
Ichikikushikino City

　平成26年度の一般会計、特別会計及び企業会計の決算が議会の決算審査特別委員会の審議を経て、12月議会で

認定されました。この公表は、毎年５月と11月に市の財政状況をお知らせするものです。

　今回は、平成26年度の決算状況をお知らせします。

 一般会計

平成26年度の決算状況

　平成26年度一般会計の決算額は、歳入161億9,149万１千円（前年度比7.8％減）、歳出153億5,120万２千円（前

年度比8.6％減）で、差し引き８億4,028万９千円（繰越明許費繰越額３億4,397万８千円及び継続費繰越額1,459

万7千円を含む）を翌年度に繰り越しました。

歳入決算額   16,191,491千円 歳出決算額   15,351,202千円

性質別歳出決算額(千円)

義 

務 

的 

経 

費 

人件費
2,900,914
18.9%

公債費
2,017,673
13.1%

扶助費
2,919,385
19.0%

普通建設事業費
2,893,600
18.8%

災害復旧事業費
9,858
0.1%

出資・貸付・
積立・繰出金
2,284,666
14.9%

物件費
1,457,582
9.5%

補助費等
867,524
5.7%

51.0％

投資的経費　18.9％ 

その他　30.1％ 

市税
3,092,425千円 19.1％

市民税
固定資産税
軽自動車税

市たばこ税　入湯税

民生費
3,962,974千円 25.8％
一定水準の生活と、安定
した社会生活に必要な主
に福祉関係の経費

総務費
2,179,394千円 14.2％
全般的な管理事務や、財
産、企画、税務事務などに
かかる経費市債

1,718,929千円 10.6％

国庫支出金
1,810,601千円 11.2％

地方交付税
5,737,455千円 35.4％
標準的な行政の実施に
必要な経費を賄うため
の収入が不足する団体
に対し、一定の方法で国
から交付されるお金

自 

主 

財 

源 

依 

存 

財 

源 

32.1％

67.9％

分担金及び負担金 189,419千円 1.2％
一定事業についてその経費を負担する保
育所や老人ホーム負担金等あるいは分担
するもの 

土木費 2,148,959千円 14.0％ 
道路・河川・都市計画等にかかる経費 

公債費 2,017,673千円 13.1％ 
市が借り入れた市債の償還にかかる経費

衛生費 1,868,343千円 12.2％
健康で衛生的な生活を送るために必要な
保健衛生・清掃などの経費 

教育費 1,332,619千円 8.7% 
小中学校・公民館など教育関係経費全般 

その他 1,841,240千円 12.0% 
農林水産業費・消防費・議会費・商工費・災害
復旧費など 

使用料及び手数料 185,566千円 1.1％
市営住宅や施設などの使用料及び住民票
や各種証明等の手数料 

その他 2,219,886千円 13.8％  
地方消費税交付金、地方譲与税、諸収入、
地方特例交付金、寄附金、財産収入等 

県支出金 1,237,210千円 7.6％ 
特定の事務事業に対し県から交付される
もの 
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教育費 1,332,619千円 8.7% 
小中学校・公民館など教育関係経費全般 

その他 1,841,240千円 12.0% 
農林水産業費・消防費・議会費・商工費・災害
復旧費など 

使用料及び手数料 185,566千円 1.1％
市営住宅や施設などの使用料及び住民票
や各種証明等の手数料 

その他 2,219,886千円 13.8％  
地方消費税交付金、地方譲与税、諸収入、
地方特例交付金、寄附金、財産収入等 

県支出金 1,237,210千円 7.6％ 
特定の事務事業に対し県から交付される
もの 
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18.9%

公債費
2,017,673
13.1%

扶助費
2,919,385
19.0%
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いちき串木野市の財政状況 人　口　　31,144 人
世帯数　　12,315 世帯
平成22年10月1日国勢調査

26年度 25年度 差引 説　明

財政力指数 0.40 0.40 0.00 普通交付税の算定に用いた基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の３か年
の平均で、高いほど財源に余裕があるとされる。

実質収支比率 5.4 6.3 ▲ 0.9 標準財政規模に対する実質収支額の割合をいい、概ね３～５％が望ましいとされている。

経常収支比率 94.2 92.3 1.9 財政構造の弾力性を示す指標であり、人件費、公債費等の経常経費に、税、普通交付税
等の経常的な一般財源が充当された割合で、比率が低いほど弾力性が大きいことを示す。

実質公債費比率 10.8 11.8 ▲ 1.0 一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率。18%
を超えると許可団体へ移行する。３か年の平均値。

将来負担比率 70.7 71.4 ▲ 0.7 損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、一般会計等が将来負担すべき実質
的な負債の標準財政規模に対する比率で、350％が早期健全化基準とされている。

事　　業　　名 事業費 一般財源
○住民と行政とのパートナーシップによる『共生・協働のまちづくり』

地区まちづくり協議会等補助事業 43,825 43,825

上名交流センター改修事業 12,545 1,645

自治公民館建設整備補助事業 1,994 1,994

○健康で文化的な生活を営める『元気で安心できるまちづくり』

消防ポンプ自動車等整備事業 29,052 1,722

子ども医療費助成事業 56,244 45,178

未来の宝子育て支援金支給事業 10,700 10,700

小・中学校耐震補強等事業 226,603 17,810

ＮＨＫのどじまん公開番組誘致事業 5,242 5,242

薩摩藩英国留学生記念館建設事業 31,820 6,220

○世界に羽ばたく力強い産業が展開する『活力ある産業のまちづくり』

種子島周辺漁業対策事業 106,017 26,333

漁場環境保全創造事業 14,418 3,168

空き店舗等活用促進補助事業 9,280 9,280

食の拠点エリア整備事業 19,622 1,622

いちき串木野づくし産業まつり補助事業 7,000 519

○利便性が高く美しいまちを創造する『快適な環境のまちづくり』

市来駅周辺整備事業 118,766 2,366

道路改良特別事業 150,000 9,500

市道海瀬坂下線道路改良事業 144,900 11,300

住宅建設（ウッドタウン）事業 43,313 8,820

麓土地区画整理事業 500,961 130,182

主要施策の概要　　　　　　　　　　　　    （単位:千円）

市債残高の推移

市民1人当たりの市債残高 
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69.1万円 70.0万円

歳入決算額   16,191,491千円 歳出決算額   15,351,202千円

性質別歳出決算額(千円)
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務 
的 
経 
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人件費
2,900,914
18.9%

公債費
2,017,673
13.1%

扶助費
2,919,385
19.0%

普通建設事業費
2,893,600
18.8%

災害復旧事業費
9,858
0.1%
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積立・繰出金
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1,457,582
9.5%

補助費等
867,524
5.7%

51.0％

投資的経費　18.9％ 

その他　30.1％ 

市税
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市民税
固定資産税
軽自動車税

市たばこ税　入湯税

民生費
3,962,974千円 25.8％
一定水準の生活と、安定
した社会生活に必要な主
に福祉関係の経費

総務費
2,179,394千円 14.2％
全般的な管理事務や、財
産、企画、税務事務などに
かかる経費市債

1,718,929千円 10.6％

国庫支出金
1,810,601千円 11.2％

地方交付税
5,737,455千円 35.4％
標準的な行政の実施に
必要な経費を賄うため
の収入が不足する団体
に対し、一定の方法で国
から交付されるお金
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源 

32.1％

67.9％

分担金及び負担金 189,419千円 1.2％
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育所や老人ホーム負担金等あるいは分担
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公債費 2,017,673千円 13.1％ 
市が借り入れた市債の償還にかかる経費
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健康で衛生的な生活を送るために必要な
保健衛生・清掃などの経費 

教育費 1,332,619千円 8.7% 
小中学校・公民館など教育関係経費全般 

その他 1,841,240千円 12.0% 
農林水産業費・消防費・議会費・商工費・災害
復旧費など 

使用料及び手数料 185,566千円 1.1％
市営住宅や施設などの使用料及び住民票
や各種証明等の手数料 

その他 2,219,886千円 13.8％  
地方消費税交付金、地方譲与税、諸収入、
地方特例交付金、寄附金、財産収入等 

県支出金 1,237,210千円 7.6％ 
特定の事務事業に対し県から交付される
もの 
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小中学校・公民館など教育関係経費全般 

その他 1,841,240千円 12.0% 
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市営住宅や施設などの使用料及び住民票
や各種証明等の手数料 

その他 2,219,886千円 13.8％  
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いちき串木野市の財政状況

名　称 現在高 名　称 現在高

土 地 3,884,136 ㎡ 基金 6,007,720 千円

建 物 179,072 ㎡

内
　
訳

財 政 調 整 基 金 1,673,887 千円

山 林 　（ 立 木 ） 100,674 ㎥ 市 債 管 理 基 金 1,625,954 千円

有 価 証 券 14,379 千円 合併まちづくり基金 1,202,992 千円

自 動 車 144 台 施 設 整 備 基 金 293,931 千円

債 権 183,851 千円 そ の 他 1,210,956 千円

市有財産の状況（平成26年度末現在）

　平成26年度決算状況の概要を
お知らせしました。平成26年度
の決算については、市民生活の
各面にわたる多くの事業を実施
し、概ね所期の成果を収めるこ
とができました。市民の皆様の
市政に対するご理解とご協力に
よるものです。また、一般会計
と特別会計の収支状況について
は、すべて収支の均衡を保つこ
とができました。
　本市の財政状況は、国の景気
対策や行財政改革の効果等によ
り、一定の改善が図られており
ます。
　市民の皆様へ行政サービスを
安定的に提供していくため、引
き続き行財政改革に取り組み、
持続可能な自治体として健全財
政を堅持していかなければなら
ないと考えております。
　今後とも市民の皆様のご理解
とご協力をお願いします。

 特別会計

歳入 歳出 差引額 翌年度へ繰越 
すべき財源 実質収支額

簡易水道事業 474,969 474,969 0 0 0

国民健康保険 4,415,696 4,404,090 11,606 0 11,606

公共下水道事業 664,704 664,704 0 0 0

地方卸売市場事業 10,558 10,558 0 0 0

介　護　保　険 3,400,303 3,317,525 82,778 0 82,778

国　民　宿　舎 70,228 70,228 0 0 0

戸崎地区漁業 
集落排水事業 15,466 15,466 0 0 0

療　育　事　業 21,401 21,401 0 0 0

後期高齢者医療 405,402 401,225 4,177 0 4,177

計 9,478,727 9,380,166 98,561 0 98,561

（単位：千円）

市税負担額（平成24年度～26年度決算）

区　分 単位 24年度 25年度 26年度

市税総額 千円 3,113,306 3,148,105 3,092,425

1人当たり 円 102,790 105,260 104,935

1世帯当たり 円 231,610 234,583 229,954

人口 人 30,288 29,908 29,470

世帯数 世帯 13,442 13,420 13,448

注）人口及び世帯数は、各年度末の住民基本台帳登録者数による。また、市税総額は、市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税及び入湯税の合計。
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Ichikikushikino City

 資本的収支（消費税込み）
（水道施設を整備したことによる収入と支出）

公営企業

平成26年度の決算状況
◎水道事業会計

水道事業は、皆様の水道料金を主な収入として運営しています。

平成 26 年度決算は、次のとおりです。

 収益的収支（消費税抜き）

（水道水をつくり、供給したことによる収入と支出）
　平成26年度末における給水戸数
は、8,264戸（前年度比49戸増）、給
水人口は18,554人（前年度比217
人減）となっており、給水区域内の
普及率は、99.8％になっています。

　収益的収支は、収益的収入額
400,761千円に対し、収益的支出
額は390,728千円で差引き10,033
千円が当年度純利益となりました。

　資本的収支では、資本的収入
額166,273千円に対し、資本的支
出額は318,997千円で、差引き
152,724千円の不足額を生じます
が、この不足額は、当年度損益勘
定留保資金などで補てんしました。

　本年度の主な建設事業は、第６
次拡張事業として川上水源地の取
水、送水設備及び電気設備工事、
第２・第６配水池（唐船塚）の場内
配管及び電気設備工事、芋野原配
水池の防食塗膜工事を実施しまし
た。
　その他に、国道３号歩道整備工
事に伴う配水管布設替工事、老朽
化などに伴う別府地区や本浜町、
新生町、高見町などの配水管布設
替工事を実施しました。　

　今後も更に経営の合理化・効率化を図りながら営業活動に取り組み、利用者の要望に応えられるよう努力して
まいります。

●収入　400，761千円

●支出　390，728千円

●収入　166，273千円

●支出　318，997千円

その他
26，635千円

水道料金　374，126千円

水を供給する為の費用
162，310千円

借入金
の利息

60，760千円

減価償却費等
167，658千円

純利益
10，033千円

借入金
160，000千円

不足額
152，724千円

工事負担金
6，273千円

水道の布設や施設設備などの費用
197，790千円

借入金の返済
121，207千円

不
足
分
を
補
っ
て
い
ま
す
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　今年８月に襲った台風15号の影響で倒木が相次ぎ、停電の
復旧に最長５日もかかったのを教訓に、10月29日、市、かご
しま森林組合、㈲萬造寺林業、㈲古川木材興業との間で災害
時における応急対策に関する協定を締結しました。
　協定の内容は、災害時に、林業事業体の専門性を活かし、
被害情報の収集と報告。
また、道路などからの障
害物の除去と応急の復旧

です。この協定の締結により、災害時、道路の通行の確保をはじめ、
インフラの早期復旧が図られることが期待されます。
　萬造寺林業の萬造寺輝男社長からは、「今まで災害時、復旧にあたれ
ず悔しい思いをしていた。協定を結んだことで市民の役に立てる」と頼
もしい言葉をいただきました。

　10回目の区切りとなる市地区対抗駅伝大会
が、11月29日に串木野新港周回コースで開催さ
れ、それぞれの地区を代表する15チームの選手
が1本のたすきをつなぎ健脚を競いました。
　12区間16.2km で争われたレースは、序盤か
ら中央、湊、生福の３地区が入れ替わりながら
トップを争う好レースとなりました。中央地区
が11区でトップを奪うと、そのまま前年度優勝
の湊地区の追い上げから逃げ切り、嬉しい初優
勝となりました。

地区順位　1位　中央
　　　　　2位　湊
　　　　　3位　生福

躍進賞　　1位　湊町
　　　　　2位　照島
　　　　　3位　大原

区間賞（敬称略）
　　区　間 　氏　名 　　　　タイム
１区（中学男子） 中薗　映児（野平） 4′51
２区（小学男子） 逆瀨川　敬（湊）　 3’10（区間タイ）
３区（一般男子） 福元　康亮（中央） 5’09
４区（一般女子） 松﨑　歩惟（湊）　 3’26
５区（中学男子） 伊東　大暉（生福） 5’04（区間新）
６区（小学女子） 坂元　茉歩（中央） 3’26
７区（１０歳代） 松﨑　雄大（生福） 4’44
８区（小学女子） 有馬　桃寧（生福） 3’46
９区（中学女子） 井亀　真央（大原） 5’37
10区（小学男子） 鍋倉　大悠（本浦） 3’41
11区（一般男子） 赤﨑　康久（湊）　 5’14
12区（一般男子40歳以上）石堂　成章（湊町） 3’20

農政課（☎33-5635）

市民スポーツ課（☎21-5159）

台風15号では倒木が復旧作業を妨げた

躍進賞１位　湊町地区
昨年より4分52秒縮めた。
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林業のスペシャリストの力を貸してください！
災害応急対策協定を締結

中央地区初優勝
たすきつなぐ地区対抗駅伝競走大会



　新しい海瀬橋が完成し、12月26日（土）15:00か
ら通れるようになります。

　児童・生徒の健康に関する意識を高めようと、市内の小・中学生を対
象に「健康に関するポスター」を募集したところ、241点の応募があり、特
別賞５点、特選10点、入選20点が選ばれました。

【特別賞】

串木野健康増進センター（☎33－3450）
　11月10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。

 大
おおさこ

迫あやのちゃん   ・  横
よ こ す

須　小
こ は る

陽ちゃん

 川
か わ ち

地　功
こうすけ

祐くん   ・  吉
よしなが

永　蒼
そ ら

空くん

 川
かわばた

畑　心
み は る

暖ちゃん   ・  若
わかまつ

松　士
し こ う

高くん

 富
と み た

田　惺
せ い や

也くん   ・  有
あ り ま

馬　優
ゆ り

里ちゃん

 永
ながやま

山遼
りょうたろう

太朗くん   ・  早
はやさき

﨑　涼
す ず や

哉くん

 畠
はたなか

中　花
か り ん

梨ちゃん   ・  平
ひらぐり

栗　耀
よ う か

加ちゃん

　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）

土木課（☎21-5150）

串木野中学校２年　岡田　菜野さん

照島小学校５年　川元　美音さん

生福小学校６年
良井　響君

串木野中学校１年
満留　佳奈さん

串木野西中学校３年
大久保　尚斗君

健康増進課（☎33-5613）

至 坂下

至 鏑楠至 八房

至 八房

衛生センター

海瀬公民館

（新）海瀬橋
（旧）海瀬橋
至 迫 至 川上

県道 郷戸
市来線

二級河
川　八

房川

11

体のこと考えよう「健康に関するポスター」展

海瀬橋の供用開始
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80
  20

表彰おめでとうございます
〜80歳まで20本以上の歯を残す、それが8020運動〜

　市では、80歳で20本以上歯がある元気な方を募集し、11月26日に開催された保健福
祉大会で表彰しました。8020表彰は平成11年度から続けていて、今年度は15名の方
が表彰されました。

（年齢は11月26日現在）

特にから揚げが好きです。 好き嫌いなく、何でも食べます。

チーズを毎日食べています。 好き嫌いはなく、塩分や糖分は控えています。

好き嫌いはなく、何でも食べます。 薄味のものを好んで食べています。

歌が好き。
野球やゴルフも好きで、スポーツを観るのも好
きです。

コーラスやハーモニカをしています。
出先で詩を書いたり、歌詞や曲も作っていて、80
歳の記念に自分の曲を出そうと頑張っています。

歌が好き。週１でレッスンも受けていて、文化
ホールなどでも歌ったりしています。
旅行も好きで国内、国外問わず行きます。

以前はステテコや子供服などの編み物をしてい
たが、現在は特に趣味はなく、たまに温泉に行っ
たりしています。

詩吟、詩舞を10年以上続けていて、師範の資格
を持っています。

野菜、お花などの農業をしています。
ハーモニカも10年程していました。

身体を動かすこと。
58歳までダンベル（40kg）持ち上げていました。

好きな事をすることです。歯磨きは同じ所を20
回以上磨くようにしています。

よく噛む事。そして、何事も無理はしない事です。
３か月に１回は歯科医院で定期検診を受診しま
す。

朝・夕１回ずつ30〜40分程度歩いています。

毎日、核酸を飲んでいます。毎朝自然に感謝を
することです。月に１度は歯科医院へ歯のクリー
ニングに行っています。

飲む水には気を遣っています。歯磨きは一日３
回行い、指でのマッサージも毎回200回ずつし
ています。３か月に１回は歯科医院で定期検診
を受けています。

★好きな食べ物 ★好きな食べ物

★好きな食べ物 ★好きな食べ物

★好きな食べ物 ★好きな食べ物

★好きなこと（趣味） ★好きなこと（趣味）

★好きなこと（趣味） ★好きなこと（趣味）

★好きなこと（趣味） ★好きなこと（趣味）

★元気の秘訣 ★元気の秘訣

★元気の秘訣 ★元気の秘訣

★元気の秘訣 ★元気の秘訣

荒
あら
原
はら
　為

ため
雄
お
さん 有

あり
川
かわ
　澄

すみ
夫
お
さん

川
かわ
宿
しゅく
田
だ
　良
りょう
三
ぞう
さん 小

こ
松
まつ
　久

く
美
み
子
こ
さん

田
た
中
なか
　肇
はじめ
さん

（80歳　歯数24本） （80歳　歯数25本）

（80歳　歯数32本） （81歳　歯数21本）

（81歳　歯数26本） （80歳　歯数31本）
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　日頃からの食生活や運動とともに、歯や口の健康についても意識
が高まってきているように思います。
　これからも多くの市民の皆様に８０２０の実現を目指していただ
きたいと思います。

肉・魚が大好きです。
刺身は毎日食べていて、鳥刺しが特に好きです。

何でも食べます。
お肉が好きで、なかでも牛肉が好きです。

初めて見るものでも何でも食べます。
そして、お酒も好きです。

好き嫌いはなく、間食もしません。

何でも食べます。
特にお寿司が好きです。

みかんを作っています。
音楽を聴くのが好きで、演歌や懐メロを聴いて
います。歌うことも好きです。

弓道を35年程しています。週に２〜３回は練習
に行き、中学校の部活でも弓道を教えています。

料理と編み物が好きです。
ゲームが好きで、パソコンでオセロなどのゲー
ムをして楽しんでいます。

詩吟を17年していて、師範の資格を持っていま
す。月に３回の練習も無欠席です。

鉢物いじりをしています。
ゴルフが好きで、毎年10月にはいつものメン
バーと霧島まで１泊２日でゴルフに行きます。

前向きに生きることです。
よく食べて、よく動いて、よく寝ることです。
30年以上、雨風が強い日以外は毎朝歩いていま
す。

笑うこと !! 楽しくおしゃべりをすることです。
歯科医院には６か月ごとに定期検診に行っています。

夜はしっかり眠れて、『てそい事』がありません。
日頃からよく歩くので、足腰も強いです。歯科
医院には３か月に１回、定期検診に行っていま
す。

体を動かすこと。

★好きな食べ物 ★好きな食べ物

★好きな食べ物 ★好きな食べ物

★好きな食べ物

★好きなこと（趣味） ★好きなこと（趣味）

★好きなこと（趣味）
★好きなこと（趣味）

★好きなこと（趣味）

★元気の秘訣
★元気の秘訣

★元気の秘訣

★元気の秘訣

★元気の秘訣

西
にし
原
はら
　一

かず
夫
お
さん 橋

はし
元
もと
　進
すすむ
さん

松
まつ
元
もと
　千

ち
尋
ひろ
さん 丸

まる
山
やま
　洋

よう
子
こ
さん

森
もり
山
やま
　勉
つとむ
さん

溜
ため
池
いけ
　和

かず
夫
お
さん

服
はっ
部
とり
　金

かね
幸
ゆき
さん

松
まつ
藤
ふじ
　朝

あさ
子
こ
さん

（80歳　歯数28本） （81歳　歯数27本）

（80歳　歯数27本） （80歳　歯数28本）

（80歳　歯数27本）
（80歳　歯数27本）

（81歳　歯数20本）

（87歳　歯数22本）

　東
ひがし
　朗

あき
大
ひろ
さん　

（83歳　歯数22本）



健 康 な ま ち づ く りシリーズ

《参考》加工食品に含まれる食塩量

食塩を今より１日２ｇ減らしましょう！

串木野健康増進センター（☎33-3450）

　１日の食塩摂取の目標量は男性８ｇ未満、女性７ｇ未満です。
　また、高血圧の方は１日６ｇ未満とされています。
　脳卒中や腎疾患などの原因にもなる高血圧を予防するために、減塩でおいしく食べるポイ
ントを紹介します。

 ポイント１ 汁ものは１日１回具たくさんで（みそ汁１杯に約1.5ｇ～1.8ｇの食塩が含まれます）
汁ものの具を多くすると汁の分量が減り、食塩量も減ります。

 ポイント３ 酢を利用しましょう
酢を活用すると食塩量が少なくてすみます。しょうゆを酢で割るのもお勧めです。

 ポイント５ 薄味でも食べすぎない
食塩をとりすぎないためにも食べすぎに注意しましょう。

 ポイント２ めん類のスープは飲まない習慣を
めん類のスープ200㎖中に約３gの食塩
が含まれます。スープは残す習慣を身に
つけることが大切です。

 ポイント４ だし汁や香味野菜などを活用して薄味にしましょう
だし汁の旨みや香味野菜の香りなどを生かすと
薄味でもおいしく食べることができます。

※�市内の飲食店で E
いーと

AT�d
で

e�健康メニュー（食塩相当量３g未満 /エネルギー量600kcal 未満）を提供し
ていますので、ぜひご利用ください。

三角チーズ

望ましい食塩濃度（0.8パーセント）の味噌汁の作り方
（１人分）だし汁150cc　　みそ　小さじ２（12g）

スープを残せば
約３gの減塩 !
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　糖尿病や肥満の方、健康が気になる方などに適した総エネル
ギー600kcal 未満、食塩相当量３g 未満で栄養バランスが整った
外食メニュー「E

いーと

AT d
で

e 健康メニュー」に、第３期分として４つの
メニューが加わり、さらに１つのメニューがリニューアルしまし
た。家族の健康管理と食生活の改善にお役立てください。
　詳しくは市のホームページをご覧ください。

【新メニュー】
○鮨処大助　「E

いーと

AT d
で

e 松華堂ランチ」

○和風れすとらん和楽路　　「根菜とさつま揚げのヘルシー釜めし」

○ EBISU91cafe　　「EBISU91cafe　COZY ランチ」

○串木野市漁業協同組合　海鮮まぐろ家　　「ミニまぐろ丼ヘルシーセット」

【リニューアルメニュー】
○創作料理　博　「博ヘルシーコースメニュー」（要予約）

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20回 Ｅ
い ー と

ＡＴd
で

e健康メニューに新メニューを追加！

【管理栄養士からひとこと】
　おいしいお寿司はそのままに、天つゆを抹茶塩にし、
しょうゆの量を少なくするなどして食塩を減らしてい
ます。また、サラダを添えて、野菜をしっかり食べら
れるメニューになっています。

【管理栄養士からひとこと】
　特産品のつけあげや、かみごたえのある根菜を使っ
た釜飯に、野菜たっぷりのまぐろのカルパッチョを組
みあわせています。また、野菜を巻いたささみフライ
には、ハーブソルトを添えるなど食塩を減らす工夫を
しています。

【管理栄養士からひとこと】
　低エネルギーのこんにゃくをハンバーグやシフォン
ケーキにも使用し、玄米ご飯や野菜を添えて、食物繊
維たっぷりのヘルシーメニューになっています。こん
にゃくは和の食材のイメージがありますが、おしゃれ
なヘルシーランチになっています。

【管理栄養士からひとこと】
　特産品の「まぐろ」を丼ぶりとカツの両方で楽しむこ
とができるメニューになっています。サラダなどの野
菜をたっぷり添えて、バランスのよいメニューになっ
ています。

【管理栄養士からひとこと】
　旬のおいしい魚をメインに、野菜がたっぷり摂れる
ヘルシーなコースメニューになっています。
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第１８回 元気な街づくりウオーキング大会

切　り　取　り　線

【 受 付 時 間 】　8:30～8:50
【 開 会 式 】　9:00～（小雨決行、荒天中止）
    ※中止の場合は、防災無線で放送

【集合出発場所】　串木野西中学校
【 駐 車 場 】　新田グラウンド等
【 参 加 資 格 】　健康な方ならどなたでも参加できます

氏
ふ り が な

名
年齢
学年 性別 住　所 保護

者印 電話番号 コース希望
に○印 バス希望者は○印

市内 ・ 市外（　　　　　市） ３・５・10km 市来庁舎・串木野庁舎・串木野駅

市内 ・ 市外（　　　　　市） ３・５・10km 市来庁舎・串木野庁舎・串木野駅

市内 ・ 市外（　　　　　市） ３・５・10km 市来庁舎・串木野庁舎・串木野駅

市内 ・ 市外（　　　　　市） ３・５・10km 市来庁舎・串木野庁舎・串木野駅

第 18 回　元気な街づくりウオーキング大会参加申込書

※ ５年生以上、中学生のみの参加は保護者の承諾印が必要です。４年生以下の参加は、保護者同伴とします。

　私事、このたび本大会に参加するにあたり、大会参加に伴い発生した事故及び貴重品管理等については、自己の
責任とし、主催者が加入する一日保険の対象外のことについては、主催者に対して一切の迷惑をかけないことを誓
います。また、大会当日は事故のないように安全を第一とし、自分の健康・安全に十分留意しながら先導者に従い
歩くことを誓います。
平成　　　　年　　　　月　　　　日

上記誓約書に参加者全員同意します。　申込代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　

誓 　 約 　 書

市制施行10周年記念

①らくらく野平３km コース
　　　  （所要時間：１時間程度）
②ほくほく深田５km コース
　　　  （所要時間：１時間30分程度）
③ほたるの里荒川10km コース
　　　  （所要時間：３時間程度）
※参加料無料（完歩賞進呈）

平成２８年１月１７日（日）開催

 ホームページからの電子申込みも可能です！ （ http://www.city.ichikikushikino.lg.jp ）をご覧ください。
【事前申込締切】　１月８日（金）まで【当日受付もできます】

主催：いちき串木野市　いちき串木野市教育委員会
主管：元気な街づくりウオーキング大会実行委員会　　後援：いちき串木野市体育協会　南日本新聞社

【問い合せ・申込先】 市教育委員会市民スポーツ課（市来庁舎）☎32-3111　FAX36-5228
 ※市役所正面玄関ホール（串木野庁舎）・串木野体育センター
 　総合体育館・Ｂ＆Ｇ海洋センター・市来体育館にも申込書の提出ができます。

〈送迎バス運行予定〉
・市来庁舎出発　  ７：50
・串木野庁舎出発 ８：00
・串木野駅出発　 ８：10

※要予約です。
※途中下車は出来ません。

会場では地元新鮮野菜等の販売もあり
ます !

大好評！
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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

　年末年始の各種犯罪や事件・事故、火災を未
然に防ぎ、住民の安全・安心な生活を守るため、
いちき串木野市内の警察・消防・海上保安部が
合同で特別警戒中です。
　皆さん一人一人が事件事故などの被害に遭わ
ないように心がけ、明るい新年を迎えましょう。

 早めの帰宅を 
　年末は、何かと慌ただしくなり事件・事故の
発生が懸念されます。学生のみなさん、暗い道
は危険です。下校はできるだけ明るいうちに、
早めに友達と帰るようにしましょう。
 今年も地かえて祭り花火大会夜間防犯パトロール 
　大勢の人出で賑わう会場周辺を、地域安全モ
ニター・少年ボランティア・防犯ボランティア
団体等が夜間防犯パトロールを実施しました。
秋の夜空に映える花火を満喫し、屋台村でほん
のり酔いしれる方や家族連れなどの見物客で混
雑しましたが、特に問題もなく無事終了しまし
た。
　参加した皆様、ご苦労様でした。

みんなでつくろう 安全安心のまち

現在 年末年始 特別警戒中（～１月10日）

狩猟解禁中です　事故防止につとめましょう
～油断、慣れは禁物・基本を忠実に励行・銃砲の取扱いに注意～

狩猟期間は平成28年２月15日（月）まで
※シカ・イノシシの狩猟期間は、３月15日（火）まで

　本県では、昨年度猟銃等による狩猟事故は発生していませんが、全国では山菜採りに来た人や一緒
に猟をしていた猟友者が死傷する狩猟事故が発生しています。次の
ことを守り猟銃等の盗難や狩猟事故・違反のないようにしましょう。
　猟場における狩猟事故防止の基本
　○矢先の確認　○獲物の確認　○脱包の励行（暴発防止）
　銃砲の保管管理の徹底・猟犬の管理
　○銃・弾の保管　○裸銃・弾を装填したまま放置しない。
　銃の危険性を十分認識し、猟銃事故の防止を社会的責任と自覚し
て、銃の取扱いに万全を期しましょう。
※ 山菜採りや山仕事などで、山に入る時は、明るい目立つ服装や、

ラジオ等音の出る物を携帯して自分の居場所を知らせ、事故や被
害に遭わないように気をつけましょう。
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　串木野高校家庭クラ
ブの女子生徒10名が、
11月19日 市 役 所 を 訪
れ、女性への暴力の根
絶を訴えるパープルリ
ボンを玄関ホールにあ
る木に結びました。
　女性と女児の生活を
向上させる活動を行っ
ている国際的な女性団
体の「国際ソロプチミス
トいちき串木野」が、毎
年11月12日から25日に行われる“女性に対する暴力
をなくす運動”にあわせて串木野高校に声をかけたも
のです。
　リボンを結ぶのに先立ち、ソロプチミストいちき
串木野の東節代さんは、生徒らに「今は男女が共に支
え合って生きる社会。暴力など何かあれば相談して
ほしい」と自分を大事にするよう呼びかけました。

パープルリボンに暴力根絶の願い込め

　第17回かわなべ青の俳句大会で、市来農芸高校が、
５年連続11回目の学校賞を受賞しました。個人でも
入選以上に39名が入賞しています。
　入賞句の中には
　　　　玉苗を　やさしくつまみ　挿しにけり　
　　　　　　　　　　　　　　黒田颯さん（１年）
　　　　難産の　母牛が逝く　冬の夜
　　　　　　　　　　　　　　萩原丞さん（３年）
など農業高校の生徒達ならではの句が並びます。
　同校では１年生の時から俳句を学び、日常の実習
や生活の中で着眼する点などを教わります。生徒も

「学校や部活などで一つ一つの作業に合う言葉を考
えている時がある」とか、「部活や実習中にふと歌を
詠んでいる自分がいる」とすっかり俳句が身につい
ている様子です。
　そのほかにも同校は様々な全国の短歌・俳句コン
クールで受賞しており、その実力は折り紙つきです。
　おめでとうございます。

　県教育委員会賞受賞作品　藤﨑楓さん（２年）の句

　　　　大汗を　かまわず用土　混ぜにけり

　藤﨑さんは「こういう句を見て農業に興味を持っ
たり、農業を頑張ってもらえたら嬉しい」と喜びを語
りました。

市来農芸高校
青の俳句５年連続学校賞受賞

　串木野中学校３年生が選挙の出前授業を11月13
日に受けました。来年６月に選挙権が20才から18
才に引き下げられるのを機に、若者にも選挙に関心
を持ってもらおうと県と本市の明るい選挙推進協議
会が共同で開催したものです。
　授業では選挙の意義や制度を学んだあと、県知事
選挙に３名が立候補したとの仮定で模擬投票が行わ
れました。
　会場の体育館には実際の選挙で使用する投票箱や
記載台が用意され投票所を再現。生徒は順に投票を
済ませました。
　投票を済ませた大平楓さんと桐野華帆さんはそれ
ぞれ「選挙は思ったより簡単だった」「18歳になった
ら行ってみたい」と話し、選挙が少し身近に感じられ
るようになったようです。

未来の有権者　選挙を体験
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　農林業の国勢調査とも言われる農林業センサスで
調査員として尽力した繁田耕一さんが「2015年農林
業センサス功績者農林水産大臣表彰」を受賞し、伝達
式を、11月10日に行いました。
　調査員として、約10年のキャリアを持つ繁田さん
は荒川地区在住で、農林業センサス以外にも国勢調
査などの調査員も務めました。
　調査先で分からないことを聞かれると、「ついつい
脱線して世間話に華が咲いてしまう」と笑いますが、
地域の信頼を得た調査には定評があります。
　受賞おめでとうございます。

統計調査に尽力  農林水産大臣表彰

　市内や薩摩
川内市の愛好
家25名が丹精
込めて育てた
寒蘭を持ちよ
り、第31回西
薩寒蘭展示大
会が薩摩金山
蔵で開催され
ました。
　寒蘭は春蘭
と も 呼 ば れ、
日本的なわび
さびの味わい
があります。
　総合優勝し
た戸川悟さん

（平江）は30年
以上の愛好家。葉の形や色など「自分でも納得の作
品ができた」と胸を張りました。

寒蘭のでき競う

　市の文化祭が今年も開催されました。いちきアク
アホールや市民文化センターなど４か所で、絵画や
書道、写真、生花、手芸作品などの展示のほか、日
本舞踊やフラダンスなどの発表があり、多くの人が
訪れました。
　いちきアクアホールでは11月３日、お茶を来場者
に振る舞う立礼席が設けられました。来場者は裏千
家の古木照代さんらがたてたお茶を市来小・中学校
の子どもから受け取ると、ゆっくりと口に運び、優
雅なひと時を楽しみました。

ホールに歌声響く　音楽発表会

芸術の秋　文化の秋
いちき串木野市文化祭

　市内すべての小・中学校が参加し、市小・中学校
音楽発表会が11月11日市民文化センターで開催さ
れました。
　最初、市制施行10周年を記念して作られた市民
歌を全員で合唱しました。その後の学校ごとの発表
では、どの学校も練習の成果をよく発揮して、澄ん
だ歌声や力強い演奏を次々と発表し、そのたびに会
場から大きな拍手が起こりました。
　発表ではメッセージを込めた曲や歌を選んだ学校
も多く見られました。市来中学校は、今年戦後70
年を迎えたことから、平和へのメッセージを込めて

「H
へ い わ
EIWA への鐘」を３年生58名が見事なコーラスで

しっとりと歌い上げました。
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おまわりさんが先生に

旭小 PTA が PTA協議会表彰

今年も優しい思いが届きました
市婦人会の皆さんによる図書代の寄贈

　いちき串木野警察署の警察官が11月４日串木野小
学校６年生の教室を訪れ、担任の先生と一緒に非行
防止教室を開催しました。本市では初の開催です。
　授業では、逮捕後の取り調べの様子や犯罪者の末
路など、現場の警察官ならではの話を披露。放置自
転車の持ち帰りや万引きなど小さな犯罪の繰り返し
が大きな犯罪につながっていくことを強調し「悪いこ
とは絶対にやめて」と呼びかけました。

　旭小学校 PTA は、子どもや地域のための充実した
取組が評価され、10月25日九州ブロック PTA 協議
会から表彰されました。
　同 PTA が取り組んできたコメ作りや水田で遊ぶ

「どろめんこ」など地域と取り組む活動や、地域外の
子どもが小規模校に通う特認校制度の取り組みが高
く評価されたものです。
　学校や地域と一丸になって長年頑張ってきただけ
に、受賞の知らせを受け学校は、学校だよりの号外
を地域に配布し、みなで受賞を祝いました。
　今年から PTA 会長を務める宮田淳さんは「会員だ
けでなくみんなのおかげ。これからも会員一丸となっ
てやっていきたい」と喜びを語りました。

　市婦人会は、善意バザーで得た益金を学校の図書
購入に使ってほしいと、11月26日教育長を訪ね、60
万５千円の目録を手渡しました。
　市内の全小学校に図書代を贈るこの運動は今回で
41回目を数え、今までの寄付総額は約2,200万円に
なります。
　学校からは「婦人会寄贈の文庫に新刊が入ると子ど
も達の予約が次々と入り、図書室の利用が増えます」
と感謝する声が聞かれます。
　寄贈した市婦人会の勝目真理子会長は「子ども達の
読書のお手伝いができてうれしい。購入した本をた
くさん読んでもらえたら」と目を細めました。
　ありがとうございます。

　11月20日、日置地区の各生活学校生が一堂に会
し、いちきアクアホールで交流集会が開催されまし
た。
　オープニングでは市来生活学校生等が「食品ロス」
をテーマに寸劇を披露、笑いの中にも、食べ物を無
駄にしないことへのメッセージが込められていまし
た。
　その後の講演や各生活学校の活動発表でも、食生
活をはじめとする暮らしの課題や問題への取り組み
について、意見が交わされました。
※生活学校の運動をもっと知りたい方や興味のある
　方、ボランティアに関心がある方は、社会教育課
　までご連絡ください。

食べ物を大切に　
日置地区生活学校運動交流集会
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　11月15日は「つけあげの日」でした。つけあげ製造事業所とい
ちき串木野商工会議所は、特産のつけあげを食べる機会が減った
子ども達に食べてもらおうと、11月13日、教育委員会事務局を訪
れ、つけあげ100㎏の提供を申し出ました。
　現在、学校給食では、ちらし寿司や煮物の材料につけあげを使っ
ていますが、子ども達がより身近につけあげを感じられるよう、
提供されたつけあげは、そのままの形で１月の給食に出される予
定です。
　提供した商工会議所の食品製造部会長の福留由人さんは「食べ
た子ども達が、つけあげは本当においしいという気持ちを持って
もらえたら」と期待を寄せました。
　ご提供ありがとうございました。

学校給食に特産つけあげをどうぞ

　今年もいちき串木野の最大の物産展が11月７日と８日に
開催され多くの人で賑わいました。

見る人も笑顔が
絶えなかった
赤ちゃん

ハイハイレース

今年の「うんまかもんフェスティバル」は
ラーメン文化祭と銘うって、市内ラーメン店
７店が出店。味比べを楽しみました。

まちなかサロンでは、皆様からお寄せ頂いた
ラーメンマップを１月末まで展示中です。

大物を捕まえた子ども。
拍手が沸き起こりました。

新鮮な野菜や海産物、つけあげや焼き
そば、から揚げなどが人気でした。

二日目早朝の激しい雨で会場
は水浸しに。関係者の懸命の
排水作業で、11時ごろには復旧
し、お客様をお迎えすること
ができました。

　実は11月15日は、全国的には「かま
ぼこの日」だそうです。最初に「かまぼ
こ」が書物に登場したのが1115年だっ
たため、全国かまぼこ連合会が11月
15日をかまぼこの日としたのです。
　でも、鹿児島県では「つけあげの日」
と呼ばれます。つけあげなど練り物消
費量が全国で一番多いからです。
　そうしたつけあげ王国鹿児島の中で
もいちき串木野は県内練製品製造高の
約４割を占める「つけあげのまち」です。
　市内では11月９日から23日までの
２週間を串木野つけあげ地産地消推進
期間として、つけあげ店で割引セール
を開催したり、飲食店でつけあげを使っ
た料理を提供したりと、つけあげの普
及につとめました。
　今回の学校給食への提供もその取組
の一つとして行われたものです。

11月15日は「つけあげの日」

21



　10月30日、シーサイドガーデンさのさで、一人
だけの金婚を祝い励ます会と在宅福祉アドバイザー
ともしびグループ活動推進員の集いが開催されまし
た。
　今年は一人金婚者21名を祝おうと、婦人会員やと
もしびグループ活動推進員など約200人が参加し、
歌や踊りで祝い励ましました。

一人だけの金婚を祝い励ます会谷桃子バレエ団の公演

　11月18日、市来中学校体育館で谷桃子バレエ団
の公演がありました。「文化芸術による子供の育成事
業」で同校を訪れたものです。
　公演では先生や生徒もバレエを体験し、バレエの
奥の深さに感動と感銘を受けたようでした。

サキタハヂメののこぎり音楽の開催

100歳おめでとうございます

　11月18日、生冠中学校体育館で「市町村による青
少年劇場」サキタハヂメさんによる「のこぎり音楽」
の演奏会を開催しました。のこぎりが奏でるやさし
い音色に生徒たちは聞き入っていました。

　11月20日に後潟サトさん（松寿園）が、100歳の誕
生日を迎えました。
　本市の100歳以上の方は25名となり、後潟さんに
は市からお祝いの花や記念品などを贈呈しました。
いつまでもお元気で長生きしてください。

　11月26日、約500名が参加し、市民文化センター
で「元気いきいきフェスタ2015（保健福祉大会）」が
開催されました。
　オープニングセレモニーでは、照島保育園園児が
かわいい歌やお遊戯を披露。その後保健福祉関係の
表彰や高齢者クラブ会員の唄や踊り、健康づくり運
動普及推進員の健康体操などがありました。
　「ころばん自慢発表会」では、ころばん体操に取り
組んでいる５公民館（酔之尾東、桜町、栄町（串）、崎
野、芹ケ野）の自慢発表があり、福薗公民館の皆さん
による「ころばん体操」の実演もありました。

元気いきいきフェスタ2015
（保健福祉大会）
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　11月22日、シーサイドソフトテニス大会が開催
され、一般男子の部で外薗未来士（串木野西中）・中
尾琢矢（鹿児島国際大）組が初優勝。なお、外薗君は
大会史上初めて中学生での優勝者となりました。

（一般男子の部）
　優勝　　外薗・中尾組（串西中・鹿国大）
　準優勝　瀬戸口・潟山組（超平和）
　３位　　平屋・元吉組（シルバーズ）
　３位　　高橋・大迫組（串西教諭・串木野郵便局）

（女子の部）
　準優勝　久保・隈元組（鹿児島中央高・伊集院高）
　３位　　田添・平山組（神村学園高等部）

（いちき串木野市関係分のみ）

第41回シーサイドソフトテニス大会

　11月８日、串木野弓道場で第５回串木野地域弓道
大会が開催されました。
　当日は、中・高校、社会人の40名が参加し、弓道
の技を競うだけでなく、世代を超え親睦を深めまし
た。

（敬称略）
○社会人の部
 優勝 橋口 聖矢　２位 橋元 進　３位 橋口 誠
○高校生の部
 優勝 鮫島 功侑貴　２位 大久保 菜摘紀　
 ３位 田子山 栞奈
○中学生の部
 優勝 内 海翔　２位 鳥越 和正　３位 山神 知喜

第５回　串木野地域弓道大会

　11月20日、３年後に控えた明治維新150周年観
光誘致イベントを観光かごしま大キャンペーン推進
協議会が札幌市で開催しました。
　会場は抽選で選ばれた約600名の来場者で満席と
なり関心の高さをうかがわせました。シンポジウム
は薩摩藩英国留学生の一人で、サッポロビールの前
身となる開拓使麦酒醸造所を創設した村橋久成に焦
点をあて、「北海道と鹿児島の絆」をテーマにトーク
ショーやパネルディスカッションがあり、いちき串
木野 PRレディが薩摩藩英国留学生記念館のPRも行
いました。

市制施行10周年記念
第52回市内バドミントン大会開催

明治維新 The150th
カウントダウンシンポジウム

　11月15日、総合体育館で第52回市内バドミント
ン大会が開催され、中学生から大人まで75名が参
加し、一緒になって心地よい汗をかきました。
優勝者（敬称略）
○男子（初級ダブルス）　泉奈津夫・竹割裕一
○男子（中級ダブルス）　東　聡司・前屋研仁
○男子（上級ダブルス）　栗山誠史・松﨑元基
○女子（初級ダブルス）　松﨑胡桃・上村愛梨
○女子（上級ダブルス）　原口小巻・橋口真央
○混合（初級ダブルス）　川原　潤・甫立芽生
○混合（上級ダブルス）　田中玲穏・原口小巻
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　年末年始、串木野環境センタ－は大変混雑しま
す。大掃除は早めに済ませ、なるべく早めに搬入
しましょう。
●直接搬入（9：00～12：00、13：00～16：00）

●燃えるごみの収集日
　年末　12月30日（水）まで
　年始　１月４日（月）から
●燃えるごみ以外のごみ
　平成27年度ごみ収集カレンダーをご覧ください。
※�29日・30日の搬入は大変混雑（約１時間待ち）し
ます。時間にゆとりをもって搬入してください。

●問  合  せ　串木野環境センター☎32-2388

　「個人番号（マイナンバー）」の通知カードが届い
ていますか。
　まだ、届いていない方は、あて先不明などで市
役所に返戻されている場合もあるので、お問い合
わせください。
　なお、10月５日以降に出生や転入を届け出た方に
ついては、通知カードが届くのにしばらく時間が
かかります。

　空家の状況や危険住宅を把握するため、市内全
域で空家の実態調査を実施します。今年５月に施
行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」
に伴う調査です。
　市民の皆様のご協力をお願いします。
●調査の方法
　�　空家と思われる建物について、市が委託した事
業所の調査員が外観調査や写真撮影等を行いま
す。調査員は市が交付した身分証を携帯し、調
査にあたります。

●調査期間
　１月５日（火）～２月29日（月）

　消防団が地域を巡回して夜警にあたる年末夜警
を行います。
●年末夜警
　12月28日（月）・29日（火）　21:00～24:00

　多くの市民のご参観をお願いします。
●日　　時　１月10日（日）　9:00～
●会　　場　市民文化センター
●内　　容
　・�市長観閲（分列行進・車
両パレード）

　・�一斉放水の披露（消防団）
　・�幼年消防クラブの規律訓
練や演技披露

　・消防団員等の表彰
※�当日は車両パレードのた
め、付近の道路が混雑しま
す。通行の際はご協力くだ
さい。
※駐車場は、市役所駐車場をご利用ください。

　平成28年いちき串木野市成人式を開催します。
ご家族や市民の方も参列し、新成人の門出を祝い
ましょう。
●日　　時　１月３日（日）　11:00～
　　　　　　（受付10:30～）
●会　　場　市民文化センター
●対  象  者　�平成７年４月２日から平成８年４月

１日までに生まれた方（市外在住の方
も参加できます）

※駐車場は市役所の駐車場をご利用ください。

　北海道日本ハムファイターズ飯山裕志選手を招
き、市内の野球及びソフトボールスポーツ少年団
に登録している小学生を対象にした野球教室を開
催します。興味のある方はぜひご観覧ください。
※�参加は、事前に各スポーツ少年団に案内してあ
り、新たな参加申し込みはできません。

●日　　時　　12月30日（水）　9:00～12:00
●場　　所　　多目的グラウンド
　　　　　　　（雨天時：総合体育館）
●問  合  せ　　市民スポーツ課

おしらせ版おしらせ版
年末年始のごみ収集と直接搬入

生活環境課（☎33-5614）

マイナンバー通知カードは届きましたか
市民課（☎33-5611）・市来庁舎市民課（☎21-5114）

空家の状況を調査します
生活環境課（☎33-5614）

平成28年消防出初式
消防本部（☎32-0119）

平成28年いちき串木野市成人式
社会教育課（☎21-5128）

プロ野球選手がやってくる
市民スポーツ課（☎21-5129）

防火意識を高め「火災のない」
明るい年末年始を過ごしましょう！

消防本部（☎32-0119）

12月

26日（土） 平常通り

27日（日） 休み

28日（月）～30日（水） 平常通り

31日（木）
休み

1月
1日（金）～3日（日）

4日（月）～ 平常通り
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　糖尿病予防の基本は毎日の食事にあります。糖
尿病が少し気になる早めの時期から食事について
学びませんか。
●日　　時　１月20日（水）　9:30～13:00
●場　　所　串木野健康増進センター
●内　　容　管理栄養士による講話
　　　　　　昼食バイキング
●対  象  者　�健診等の血液検査で HbA₁c の値が

5.6％以上6.5％未満で服薬していない
方またはそのご家族

●参  加  費　無料
●定　　員　先着20名
●申込締切　１月12日（火）
※�いつも使用しているご飯茶わんと筆記用具を持
参してください。

　平成26年度の本市の農地の賃借料は次のとおり
でした。
　農地の権利設定（貸し借り）をする場合は、この
賃借料を参考に、地理的な条件や土地条件などを
考慮し、双方で十分協議のうえ賃貸借契約を締結
してください。
【平成26年度】� � � （単位：円／10a・件）

※�金額は、10a 当たりで100円未満を四捨五入して
います。
※突出した単価は除いて計算してあります。
※�データ数が少ないため、中山間地、平坦地等の
地理的条件や、基盤整備地域、未整備地域の土
地条件等の区別はしていません。
※�この賃借料情報は、農地法第３条による権利の
設定並びに農業経営基盤強化促進法第18条によ
る利用権の設定に基づき、農地の賃貸借契約（農
地の貸し借り）で締結された賃借料を、農地法第
52条の規定により、公表するものです。

　購入希望者は、１月25日（月）までに財政課契約
管財係へ見積書を提出してください。
　見積書の様式は、串木野庁舎財政課及び市来庁
舎市民課にあります。
●売却車両　トヨタマークⅡバン
　　　　　　（農地利用推進車・車体色は赤色）

・型式：GA-YX78V
・乗車定員：５人
・初年度登録年月：
　平成７年12月
・走行距離：34,845km
・車検有効期間満了日：
　平成28年２月11日

　・特記事項：登録時は消防指令車として使用。
●購入（申込）条件
　①�市税（市県民税、固定資産税、軽自動車税及び
国民健康保険税）の滞納がない者。

　②�名義変更等すべての手続き（所有者変更、登録
番号変更、車庫証明、自動車税等）は購入者の
負担とする。物件の引き渡しは手続きが完了
し、売却代金の納入を確認した後とする。

　③�物件は保管場所での現状渡し。引き渡し後に
生じた不調や故障、経費も購入者の負担とし、
市は補償等は一切行わない。

　④�今回の売却車輌は、トランスミッションの故
障により自走できないため、購入者が運搬手
段を用意する。

　⑤�車両に表示してある「いちき串木野市農地利用
推進車」の文字は購入者が消去する。

●最低売却価格
　1,000円
　（消費税及び地方消費税相当額を含まない）
●物件の確認
　・日時　１月14日（木）　13:30～15:00
　　※�確認希望者は、事前に財政課へ連絡するこ

と。
　・場所　市役所串木野庁舎
●購入者の決定
　�　最低売却価格以上で、最高価格かつ有効な見
積もりを行った者を購入者として決定。

●募集対象　18歳以上の一般男・女（定員15名）
●期　　間　２月２日～３月31日（毎週火・木）
●時　　間　10:00～10:40
●場　　所　Ｂ＆Ｇ海洋センター
●参  加  料　１回500円（全18回）
●申込期限　２月１日（月）まで
●申込・問合せ　Ｂ＆Ｇ海洋センター指定管理者
　　　　　　㈱日本水泳振興会　☎32-8994

食べて学ぶ～糖尿病予防教室を開催
串木野健康増進センター（☎33-3450）

農地の賃借料の公表
農業委員会（☎33-5647）

B&G 腰痛・肩こりスッキリ教室参加者募集
市民スポーツ課（☎21-5129）

公用車を公売します
財政課（☎33-5629）

区　分 地
目 平均額 最高額 最低額 デ－タ数

串木野
地　域

田 10,300 19,600 4,000 16
66

畑 5,800 13,800 2,000 50

市　来
地　域

田 10,300 19,000 3,900 27
57

畑 8,100 22,700 4,800 30

計 123
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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。
受講料は無料ですが、申込者が少ない場合は開講しないことがあります。

●申込期限　１月12日（火）
●申  込  み　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し備え付けのポストに投函。
　　　　　　（ファックス可。氏名・住所・電話番号・年齢・申込講座名を記入）（FAX�36-5044）

講　座　名 対　象　者 講　座　内　容 日　時 会　場
すっきり快適！
かんたん収納術講座

一般成人
（定員15名）

機能的な空間と生活のゆとりを生み出
す簡単な収納技術を学びます。

1/25（月）
10:00～11:30 中央公民館

親子で楽しく
リトミック教室

未就学児とその家族
（定員20組）

リズムにのって、親子で運動を楽しみ
ます♪

1/25（月）
15:00～16:00

上名交流
センター

　平成28年1月1日現在で、本市に住所のある20歳
以上の方に市県民税申告書を1月下旬までに配付予
定です。
　ただし、次の方には申告書を配付しません。
　・�平成28年1月1日現在65歳未満で前々年が年金収入

のみで、年額98万円以下だった方
　・�平成28年1月1日現在65歳以上で前々年が年金収入
のみで、年額148万円以下だった方

　・�平成27年が給与収入のみで、平成27年12月に市県
民税が特別徴収の方

　・平成27年に確定申告（青色）をした方

　平成27年中（1月1日～12月31日）の所得内容が次
のいずれかに該当する方は、市県民税の申告が必
要です。所得税の確定申告をする方は、市県民税
の申告は必要はありません。
●給与所得があった次のような方
　①勤務先から市役所へ給与支払報告書の提出がない方
　②�給与所得以外に他の所得（利子・配当・雑所得
等）があった方

　③平成27年中に退職し、その後就職していない方
　④医療費控除等を受けようとする方
　⑤ふるさと納税制度で寄附をした方
●営業、不動産または農業等の所得があった方
●個人年金、満期保険等の払い戻しがあった方
※�無収入でも、個人の課税（非課税）証明や所得証
明が必要な場合は、申告が必要です。
※�遺族年金・障害年金など非課税年金の受給者は
申告が必要です。

●平成27年中の所得を明らかにする書類
・�給与所得、年金所得者…源泉徴収票または給与
支払明細書など
・�営業等所得、農業所得者…収支を明らかにする
帳簿、領収書など
※領収書、帳簿など必要書類が不足していると、
　申告書を作成できない場合があります。
●諸控除等の証明書、領収書等
・医療費の領収書　・寄附金受領証明書
・障害者手帳、障害者控除対象者認定書等
・�生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料の
控除証明書
・�国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護
保険料、国民年金保険料等の支払証明書（※1）ま
たは領収書
　（※1）市県民税申告書の書類と一緒に送付します。
●印鑑（スタンプ印不可）
※ 所得税の確定申告（還付申告）をする方は、預金

通帳など振込口座が分かるものが必要です。

●寡婦（夫）控除・障害者控除を受ける方へ
　寡婦（夫）控除や障害者控除（※2）を受ける方は、
税が非課税になったり軽減される場合があるので、
申告時に申し出てください。
　（※2）�障害者手帳や障害者控除対象者認定書の提

示が必要です。
●医療費控除を受ける方へ
　医療費の領収書は、必ず「医療を受けた人」・「病
院・薬局」ごとに整理し、それぞれ1年間（1月～12
月まで）に支払った金額を集計してきてください。
　また、支払った医療費に対して、健康保険の高額
療養費や生命保険金等で補てんされた金額があっ
た場合も、必ず金額を控えてきてください。
※�医療費控除とは、支払った医療費が還ってくるもので
はなく、１年間に支払った医療費が一定額以上だった
場合に適用され、一定額以上の医療費の金額を所得か
ら差し引く控除の一つです。

申告書配付について

申告が必要な方

申告に必要な書類

申告の際のお願い

◎重要
　国民健康保険や後期高齢者医療保険（75歳以上）の加
入者がいる世帯、または介護保険第１号被保険者（65
歳以上の方）がいる世帯の方は、家族など誰かの扶養
親族となっていても必ず申告書を提出してください。
　世帯内に申告しない方がいると、税額の軽減を受け
られない場合があります。

平成28年度市県民税（住民税）申告は２月16日（火）から３月15日（火）です
税務課（☎33-5616）

生涯学習講座（短期講座）受講生募集
社会教育課（☎21-5128）
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12月25日

お　く　や　み（11月届出分）

故　人 年齢 住所または 
公 民 館 喪主または届出人

植之原　ケ　イ 100 御 倉 町 植之原　耕　治

上　新　才　二 97 新 潟 上　新　　　勉

福　山　フ　ク 95 小 薗 福　山　武　光

福　岡　エ　ミ 89 潮 風 園 福　岡　　　修

中　薗　　　勇 72 大 原 南 中　薗　廣　子

寺　田　シヅエ 88 新 生 町 寺　田　安　江

田　中　シ　ヅ 91 屋 敷 本　田　章　子

中　薗　ツ　ヤ 99 袴 田 中　薗　喜代美

満　田　照　美 86 袴 田 満　田　　　稔

迫　　　雄　子 79 内 門 北　原　賢　二

玉　木　アヤ子 74 小 瀬 玉　木　秋　男

上　野　伸　一 85 昭 和 通 上　木　貴美子

通　山　　　勇 87 袴 田 通　山　咲　子

大　野　末　男 83 戸 崎 大　野　ムツエ

東瀬戸　秋　雄 88 大 里 東瀬戸　ヨシ子

上　地　茂　盛 76 汐 見 町 上　地　紀　子

溜　池　冨　夫 79 中 原 溜　池　洋　子

松　﨑　直　孝 85 木 場 迫 松　﨑　マツエ

原　田　ハルエ 92 栄 町 原　田　正　人

松　永　ノブ子 91 中 福 良 松　永　文　好

吉　村　ヨシヱ 78 別 府 吉　村　郁　夫

冨　永　軍　次 85 平 身 冨　永　タミ子
（届出人が同意された方を掲載してあります）�

●日　　時　12月27日（日）　8:00～14:00小雨決行
●場　　所　浜町市場通り商店街（ぴらーど浜町アーケード内）
● 内　　容　生鮮食料品や冷凍マグロ・正月飾り
等の販売、商店や職人による技術の実演・展示、
しめ縄作り・ミニ門松作り・測量体験・タブレッ
ト講習会・木工教室など
　�　その他、餅つき振舞い・大抽選会のほか、鹿
児島高専の学生が、空間デザインによる賑わい
演出を行います。

●問  合  せ　くしっのん盛り上げ隊竹原☎32-2514
　　　　　　いちき串木野商工会議所☎32-2049

　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。

　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。

※��法律相談は予約制です（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・予約　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、12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。

税金は　明日の子どもの　羽となり
（平成26年度「税に関する標語入賞作品」より）

１月の心配ごと相談
社会福祉協議会（☎32-3183）

１月の移動図書館車巡回日程
市立図書館（☎33-5655）

12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８日 15日 22日 29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
５日 12日 19日 －

心配ごと
相 談 員

火 火 火 －
○ ○ ○ －

コース 巡回日 コース 巡回日
1コース 5日（火）荒川小休み ９コース 14日（木）
2コース 6日（水）旭小休み 10コース 19日（火）
3コース 7日（木）冠岳小休み 11コース 20日（水）
4コース 8日（金） 12コース 21日（木）
5コース 12日（火） 13コース 26日（火）
6コース 13日（水） 14コース 27日（水）
7コース 15日（金） 15コース 28日（木）
8コース 18日（月）

第７回いちき串木野まちなか市（いち）
『浜ん馬場ん朝市～年の市

い ち

スペシャル～』開催
水産商工課（☎33-5638）

27



かわいい天使たち
（10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312428

池田　崚
りょう
くん

（恵比須町）

のびのび元気に大きくなってね
父：泰賢さん・母：美佳さん

中本　琉
りゅうせい
聖くん

（八房）

元気に産まれてきてくれてありがとう☆
父：伸吾さん・母：里佳さん

尾下　椛
もみじ
ちゃん

（平江）

明るく健やかに育ってね♡
父：健治さん・母：楓さん

廣瀬　柊
しゅう
くん

（春日町）
産まれてきてくれてありがとう

元気に育ってね♡
父：潤さん・母：美穂さん

田中　恵
けい
大
た
くん

（酔之尾東）

元気に生まれてきてくれてありがとう
父：俊行さん・母：博代さん

戸松　湊
みな
斗
と
くん

（塩屋町）
みんなからの愛情を

たくさんもらって大きくなあれ♡♡
父：英斗さん・母：めぐみさん

上茂　希
の
々
の
愛
か
ちゃん

（平江）

お姉ちゃんと姉妹なかよく大きくなあれ♡
父：昂士さん・母：麻生さん

冨永　拳
けん
聖
せい
くん

（松山）

産まれてきてくれてありがとう♡
父：清一郎さん・母：春香さん


