
～農泊推進事業～
「食と農を活かした地域活性化セミナー」開催
� 農政課（☎33-5635）

　９月１日、鹿児島空港でソラシドエアが就航する
ラッピング飛行機「うんまか！つけあげ　いちき串
木野号」就航式が行われました。
　就航式では、田畑市長、高橋宏輔ソラシドエア社
長と来賓によるテープカットがあり、就航を祝いま
した。
　この事業は、ソラシドエアが行う地域振興プロ
ジェクト「空恋」の一環で行われ、機内の各座席の
ポケットには市の観光・ふるさと納税など満載の情
報誌を搭載し、本市の情報発信を行います。
　来年８月末まで１年間、九州と羽田・沖縄を結ぶ
10路線で空から本市をPRします。

うんまか！つけあげ　いちき串木野号
就航！� 観光交流課（☎33-5640）

　８月31日～９月２日の３日間、中高生を対象と
し、パソコンを使ったプログラミングキャンプをま
ちなかサロンで開催しました。
　このキャンプはプログラミングを通じて「市内
に住んでいても都会と遜色なく働けるような働き
方もある」ことを伝えるために開催したものです。
「ゲーム」「iPhoneアプリ」「映像制作」から好きな
コースを選択し、一人ひとりが作品を制作しまし
た。また、ＩＴを生業として鹿児島県内で起業して
いるＩターン者による講演会も開催されました。
　生冠中学校１年日高舜介さんは「もともとパソコ
ンに興味があってチラシを見て応募した。参加し
て、こういう働き方があると知ることができてよ
かった」と楽しみながら取り組んでいました。

ITプログラミングキャンプ
inいちき串木野を開催
� 地方創生統括監室（☎33-5657）

第１回女性委員会が開催されました
� 社会教育課（☎21-5128）

　市では、本年度から２年間、市政に女性の声を幅
広く反映させるため、女性の立場から意見提言を行
う女性委員会を立ち上げ、７月30日に第１回目が、
市来地域公民館で開催されました。委嘱状を43人の
委員に交付した後、オフィスピュアの髙﨑恵氏から
男女共同参画について講話がありました。次回から
部会ごとに分かれて協議を進めていきます。

　８月21日、多様な資源を活かした地域連携によ
る「農泊」の推進を目的として、「食」「農」「観光」
事業等に関わる方を対象としたセミナーがアクア
ホールで開催されました。
　農林水産省では農山漁村の所得向上を実現する
ための重要な柱として、日本ならではの伝統的な生
活体験や、地域の人々との交流を楽しむ農山漁村滞
在型旅行である「農泊」を推進しています。
　市では今後も農泊研修会等を通し、交流人口の拡
大による地域活性化や、持続的な観光ビジネスの展
開を視野に入れ、様々な業種や地域住民が一体と
なった取り組みを目指します。
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●バレーボール競技
　成年男子
　８月25日（土）～８月26日（日）
⃝成年男子　
　Ａパート１位･･熊本県　Ｂパート１位‥大分県

代表決定戦で鹿児島県勝利！代表権獲得！

　８月に平成30年度国民体育大会第38回九州ブ
ロック大会秋季大会が市総合体育館で開催され、各
競技で熱戦が繰り広げられました。
　当日は先着250名に応援スティックバルーンを配
り、かごしま国体・かごしま大会マスコットキャラ
クターのぐりぶーも、応援に駆け付けました。今大
会で代表権を獲得したチーム
は、福井しあわせ元気国体へ
出場します。本大会での活躍
を期待しています。
●バスケットボール競技
　成年男子・少年女子・成年女子（19日のみ）
　８月18日（土）～８月19日（日）
⃝成年男子　
　１位･･福岡県　２位‥鹿児島県　３位‥宮崎県

鹿児島県代表権獲得！
⃝成年女子
　１位‥熊本県　２位‥福岡県　３位‥宮崎県
⃝少年女子
　１位‥宮崎県　２位‥福岡県　３位‥長崎県

国民体育大会第38回九州ブロック大会が開催されました。
� 市民スポーツ課（☎21-5129）

（バスケットボール競技　成年男子　鹿児島県選手団）

他競技の結果については、市ホームページまたは

日置市 南さつま市 南九州市 枕崎市

妙円寺詣りフェスタ2018 第31回マリンランド笠沙フェスタ 第25回小京都ふるさと祭 薩摩酒造「新酒まつり」
日時 10/27（土）10：00～20：00

10/28（日）10：00～16：00
日時 10/14（日）8：30～16：00 日時 10/28（日）9：30～16：00 日時 10/28（日）10：00～19：00

場所 徳重神社内特設会場
日置市伊集院町徳重1787
JR伊集院駅から徒歩５分

場所 笠沙公園グラウンド 場所 南九州市
知覧平和公園自由広場

場所 薩摩酒造「明治蔵」
（枕崎市立神本町26）

内容 鹿児島三大行事の妙円寺
詣り。徳重神社へ参拝す
る勇壮な鎧姿の武者行列
は必見。

内容 体験乗船や祝い餅投げ、
小学生ブリつかみ獲りな
ど盛りだくさん。

内容 「農業と観光」をテーマ
に特産品等を広くＰＲす
るイベントです。

内容 出来立ての新酒のふるま
いや枕崎ならではの料理
ブースの出店があります。

問 ☎099-248-7380
日置市観光協会

問 ☎0993-63-1111
南さつま市笠沙支所市民課

問 ☎0993-83-2511
小京都ふるさと祭実行委員会
事務局（南九州市商工観光課）

問 ☎0120-4673-55
薩摩酒造「明治蔵」

薩摩半島×観光H
ハ ン ト

UNT　薩摩半島の５市で構成される薩摩半島観光振興協議会。行政区を越えた観光情報をお届けします。

検索平成30年度国民体育大会第38回九州ブロック大会で

（バレーボール競技　成年男子　鹿児島県選手団）

他会場の結果
⃝成年女子
　Ｃパート１位‥鹿児島県　Ｄパート１位‥佐賀県

鹿児島県代表権獲得！
⃝少年男子
　Ｅパート１位‥熊本県　Ｆパート１位‥福岡県
⃝少年女子
　Ｇパート１位‥大分県　Ｈパート１位‥長崎県
　代表決定戦で鹿児島県勝利！代表権獲得！
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　毎年10月１日は「浄化槽の日」です。
　これは、浄化槽に関する諸制度を整備した「浄化槽法」が、
昭和60年10月１日に全面施行されたことを記念して設けられ
ました。
　市ではこの日にちなみ、合併処理浄化槽への転換と適正な
維持管理を呼びかけています。

10月１日は浄化槽の日です
� 上下水道課（☎21-5157）

地かえて祭りにて浄化槽ブースの
設置が決定
　11月３～４日に開催される地かえて祭
りで浄化槽ブースを設置し、浄化槽のカッ
トモデルやパネル展示を行います。その
ほか、プレゼント（先着順）もご用意し
ていますので、多数のご来場をお待ちし
ています。

市では合併処理浄化槽へ切り換え
る方に補助金制度を設けています。
　『単独処理浄化槽』を設置している家庭
や『汲み取り』の家庭は、生活雑排水を
処理せずそのまま流しています。
　合併処理浄化槽は、単独処理浄化槽に
比べ、川などに放流される汚れの量が８
分の１になります。

保守点検

清　　掃

定期検査

浄化槽が正常に機能するように、
機器の調整や消毒薬の補充を行い
ます。保守点検は知事登録業者に
依頼しましょう。

浄化槽内に溜まった汚泥な
どを抜き取ります。清掃は
市長の許可を受けた清掃業
者に委託しましょう。

保守点検や清掃が適正に行われているかを確認するため
に、法律で水質等に関する点検を義務づけています。

◎�生活雑排水の汚れの６割以上を占める台所の汚水はどれくらい汚れて
いると思いますか？

魚がすめる水にするのに必要な水の量は？
　食品をそのまま流した場合、魚がすめる水質（ＢＯＤ　５mg/ℓ）に
するのに、どれくらいの水が必要か見てみましょう。たとえば、天ぷら
油500㎖を流すと浴槽（300ℓ）330杯分の水が必要です。

大
里
川
の
様
子

しょう油
15mℓ

みそ汁
200mℓ

牛乳
200mℓ

マヨネーズ
10mℓ

天ぷら油
500mℓ

おでんの汁
500mℓ

米のとぎ汁
2,000mℓ

浴槽（300ℓ）
×

330杯
浴槽（300ℓ）

×
25杯

浴槽（300ℓ）
×
10杯

浴槽（300ℓ）
×
8杯

浴槽（300ℓ）
×

4.7杯
浴槽（300ℓ）

×
4.2杯

浴槽（300ℓ）
×

1.5杯

浄化槽は正しく使って、適正な維持管理をしましょう！
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写真家　下薗詠子「脳内カオス」展　開催中
� 観光交流課（☎33-5640）

　写真家の下薗詠子氏（本市在住・本市観光大使）による個展「脳内カオス」が霧島アートの森で開催中で
す。ぜひ、足をお運びいただき下薗氏の世界観に触れてみてください。
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少しだけ地元愛媛県に
戻りました！休日に瀬
戸内海の見えるカフェ
でのひととき。。。あ～
元気チャージ完了！ま
た鹿児島で頑張るぞ！
� （亀岡美咲）

misaki_kameoka …

　いちき串木野市に来て約２年３か月を迎えます。
着任した当時は、観光支援ということで「外国から
の観光客や関係者」とお仕事をすることもあるだろ
うと、名刺の裏を英語表記にしました。ところが意
外と使う機会がなかったので、先日下記のような自
己紹介に変更しました。
　地域おこし協力隊の任期も残り約９か月ですが、
まだ私のことをご存じない方はぜひご参考にしてほ
しいです。任期終了後は本市に定住したいと思って
ますが、生業探しのため東奔西走しておりますので、
こちらをご覧になって「一緒に仕事をしたい」と興
味を持ってくださる方がいらっしゃれば嬉しいです。
■プロフィール■
●出身地
　山形県東根市（さくらんぼ生産日本一の都市です）
●主な生活拠点：東京都、福岡市
●主な経歴
　�日本コロムビア（株）、エイベックス（株）、（株）
よしもとクリエイティブ・エージェンシーにて営
業・販促・宣伝業務を約14年。KDDIで約４年。
●いちき串木野市（鹿児島県）への移住理由
　�食べ物がすべて美味しい。持論として「肉・魚・米・
野菜」の全てが美味しいのは鹿児島と北海道だけ
で、鹿児島の方が温暖で好きだった。また、僭越
ながら町おこしの仕事をしたかったので。
●主なスキル・実績等
　・実用英語技能検定２級取得（昭和63年11月取得）
　・全国地域づくり人材塾平成29年度修了生
　・�平成29年度いちき串木野市地域リーダー養成終
了生

　・�平成30年度「食の６次産業化プロデューサー育
成プログラム（レベル２）」

●これまでの主な取り組み
　・�ＶＲ（ヴァーチャル・リアリティ）とヘッド・
マウント・ディスプレイによる観光案内

　・�鮫のＰＲ（博多ファーマーズマーケットにて「サ
メバーガー」などを開発・販売サポート）

　・�「WALK�INN�FES�2018 ! 」いちき串木野フォ
トブース運営

　・�いちき串木野市特産のサワーポメロ普及活動（ハ
イボール開発、かごっまふるさと屋台村でのイ
ベントプロデュース、関西での商品展開）

●得意（特異）なこと
　☆ヒット商品を作るための企画とＰＲ☆
●メディアＰＲ＆露出（出演実績）
　・�ＭＢＣテレビ「かごしま４」「てゲてゲ（提案
企画採用後の出演）」、ＫＹＴテレビ「かごピタ」
を始め、ＭＢＣラジオ・エフエム鹿児島・フレ
ンズＦＭ・南日本新聞・毎日新聞などの出演や
掲載実績あり。

●講演活動（実績）
　・�濵田酒造株式会社「サブ
リーダー研修（2017年
５月）」

　・�鹿児島純心女子中学校・
高等学校「教職員向け勉
強会　（2018年６月～）

vol.29 ickkskn2016 　検索⬅今月のコラムニスト　板垣勝

　

10月３日よりニュース
ポーツで健康・体力づ
くり教室が始まります。
詳細は今号のお知らせ
版をご覧ください。
� （花田直樹）

hanadanaolo …

羽島納涼盆踊り大会に
出店！
＃NAO'ｓ　Bar　
＃羽島盆踊り大会　
＃お店もやってます　
＃毎月第１第３金曜日
� （高嶋直輝）

takatchan_7 …

KACCHEL（カッチェ
ル）の１階で油絵の個
展をしました。今後の
活用の可能性が見えた
気がします。
� （小林史和）

fmkz …
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EATde健康メニュー提供の
２店舗が「健康な食事・食環境」認証制度の

★★店舗として認証されました。
　いちき串木野市では、平成25年度から、「食のまちづくり推進事業」のひとつとして、
「食と健康」をキーワードに市内の飲食店等と医師会、さらに「産」・「医」・「官」連
携による糖尿病患者等に適した外食メニューの開発支援に取り組んでいます。そのなかで、
EATde健康メニューとして現在、20店舗28メニューが提供されています。
　今回、栄養および生活習慣病関連の複数学協会から構成される「健康な食事・食環境」
コンソーシアムが認証する「健康な食事・食環境」認証制度に九州内で唯一、外食部門で
２店舗が★★店舗として認証されました。

「健康な食事・食環境」認証制度
　外食・中食・事業所給食で、健康な食事（通称：スマートミール）を継続的に、健康的な食環境（健康
情報の提供や受動喫煙防止の観点から店内禁煙を実施）で提供する店舗や事業所を認証する新しい制度で
す。栄養及び生活習慣病関連の複数学協会から構成される「健康な食事・食環境」コンソーシアムで審査
・認証を行います。（URL:http://smartmeal.jp/）
「健康な食事・食環境」コンソーシアム参加団体（平成30年８月１日現在）
日本栄養改善学会、日本給食経営管理学会、日本高血圧学会、日本糖尿病学会、日本肥満学会、日本公衆
衛生学会、健康経営研究会、日本健康教育学会、日本腎臓病学会、日本動脈硬化学会

串木野市漁協直営　海鮮まぐろ家

「健康な食事・食環境」認定書　伝達式の様子

はしまごはん処　たもいや。

中央：
はしまごはん処　たもいや。
藤﨑みり子さん
右から２人目：
串木野市漁協直営　海鮮まぐろ家
諏訪田克浩さん

串木野健康増進センター☎33-3450

　毎年お盆になると、祖母や母がお盆
料理作りをするのが、いつもの光景で
した。かのこ汁、煮しめ、がね、団
子、といもがらの酢物など…盆支度に
大忙しです。
　一方、子ども達は、時々手伝いをし
たり、つまみ食いをしたりしながら、
お盆の料理が出来上がるのを待ったも
のです。

　昔の方は、ご先祖様をしの
び、手間を惜しまず、きめ細
やかな精進料理を作っていま
したが、最近では、時間と手
間をかけてお盆の料理を作る
家 庭 は 少 な く な っ て き ま し
た。
　代々伝えられてきた鹿児島
のお盆の伝統料理。私たちが
作らなくなってしまったら、
子ども達にも伝えていくことが
できません。食文化の変化で、
古き良き鹿児島の風習が途絶
えていくのは、やはりさみし
いですよね。
　昔のようにきちんと盆支度
をすることは難しいかもしれ
ませんが、１品だけでも、手
間をかけた昔ながらのお盆料
理に挑戦してみてはいかがで
しょうか(*^_^*)

チャレンジ農業
おごじょ塾通信

～第 23 号～   「 手間を惜しまず…」

農政課（☎33-5635）

～おごじょみかん隊～

摘果したぽんかん

おごじょの
挑戦！　

おごじょ達も頑張ってお盆料理
にチャレンジです♪

塾生　赤岩 なるみさん

旬の野菜をたっぷり使って！

～お盆料理に挑戦♪～
講師：松下洋子氏

①くずかけ(くっかけ)
②へちま汁
③ピーナツ豆腐　
④ひじき入り五目ずし
⑤氷白玉

食材メモ「ヘチマ」

今回のメニュー♪

　お盆料理には欠かせな
い食材ですが、ヘチマを
食べる習慣があるのは沖
縄と鹿児島だけなのだそうです。食
用以外にも化粧品やたわしなど、と
ても重宝する夏野菜です！

　前回の温州みかんに続き、薩州
ポンカンの摘果作業に挑戦！実が
重なり合っているもの、すでに傷
がついているもの、発育が十分で
ないものなどを見落とさないよう、
一つ一つ摘果を行います。
　９月は「仕上げ摘果」の時期。
薩州ポンカンの場合は「葉っぱ
100枚につき１果」残すように調
整するのがちょうどいいそうです。
とは言っても…
ん～！難しい(>_<)

半分に割ると、爽やかな香り！
中はほんのり黄色く色づいてい
ます♪　

初心者のおごじょ達が、少しで
も摘果の感覚を掴めるよう、指
導員さんがあらかじめ、大変な
手間をかけて葉っぱの枚数を数
えてくださいました。
←こちらの木

という結果になり、あと200個ほ
ど摘果しなくてはなりません。
「木が疲れないよう、今年の準備
をしながら、来年の準備をする」
という言葉が印象的でした。

「畜産農家に嫁ぎ、現在３人の子育て
に奮闘しながら、牛について勉強中！
牛は手がかかりとても大変ですが、楽
しみながら頑張ります！」

気 持 ち い い 風
が、秋の気配を
運んできます♪
棚田の稲穂は頭
を垂れてきまし
た(*^_^*)　

　赤岩さんは９月５日に開催された市の畜
産品評会にも出品。本市の若手女性農業者
として、今後の活躍が期待されます♪

・葉っぱ…9,614枚
・現在の果実数…330個

手間をかけて…
　　　ポンカン摘果研修
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EATde健康メニュー提供の
２店舗が「健康な食事・食環境」認証制度の

★★店舗として認証されました。
　いちき串木野市では、平成25年度から、「食のまちづくり推進事業」のひとつとして、
「食と健康」をキーワードに市内の飲食店等と医師会、さらに「産」・「医」・「官」連
携による糖尿病患者等に適した外食メニューの開発支援に取り組んでいます。そのなかで、
EATde健康メニューとして現在、20店舗28メニューが提供されています。
　今回、栄養および生活習慣病関連の複数学協会から構成される「健康な食事・食環境」
コンソーシアムが認証する「健康な食事・食環境」認証制度に九州内で唯一、外食部門で
２店舗が★★店舗として認証されました。

「健康な食事・食環境」認証制度
　外食・中食・事業所給食で、健康な食事（通称：スマートミール）を継続的に、健康的な食環境（健康
情報の提供や受動喫煙防止の観点から店内禁煙を実施）で提供する店舗や事業所を認証する新しい制度で
す。栄養及び生活習慣病関連の複数学協会から構成される「健康な食事・食環境」コンソーシアムで審査
・認証を行います。（URL:http://smartmeal.jp/）
「健康な食事・食環境」コンソーシアム参加団体（平成30年８月１日現在）
日本栄養改善学会、日本給食経営管理学会、日本高血圧学会、日本糖尿病学会、日本肥満学会、日本公衆
衛生学会、健康経営研究会、日本健康教育学会、日本腎臓病学会、日本動脈硬化学会

串木野市漁協直営　海鮮まぐろ家

「健康な食事・食環境」認定書　伝達式の様子

はしまごはん処　たもいや。

中央：
はしまごはん処　たもいや。
藤﨑みり子さん
右から２人目：
串木野市漁協直営　海鮮まぐろ家
諏訪田克浩さん

串木野健康増進センター☎33-3450
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