
第13回市民体育大会

　10月７日、市民体育大会が開催されました。
台風一過、秋空のもと、たくさんの市民が参
加し、各地区を代表して熱い戦いが繰り広げ
られました。

●体育功労賞　田淵広典　萬造寺斉　柏木智文　舩藏孝　原口廣光　井上美幸
　　　　　　　植屋多美子　佐藤正剛　田之頭一憲
●優秀選手賞　橋口聖矢　宮路武久　平田和　カマウ・タビタ　平田歩弓
　　　　　　　原口倖歩　漆島幹大　鈴木悠仁　松下永遠　
●優秀団体賞　神村学園中等部女子サッカー部　神村学園中等部ソフトボール部
　　　　　　　神村学園中等部男子サッカー部　神村学園高等部ソフトボール部
　　　　　　　神村学園高等部ダンス部　　　　神村学園高等部男子サッカー部
　　　　　　　神村学園高等部女子サッカー部　串木野黒潮スポーツ少年団
　　　　　　　串木野ドリームズスポーツ少年団

Ａクラス優勝　羽島地区 Ｂクラス優勝　本浦地区

Ａブロック Ｂブロック
１ 位 羽島 本浦
２ 位 生福 旭
３ 位 照島 川北
躍 進 賞 羽島 旭
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「いちき串木野市広域協定運営委員会」の
親しみやすいネーミング（愛称）を募集します

　「いちき串木野市広域協定運営委員会」は、農村環境（地域資源）を守り、地域を活性化するための活動
を行っています。市内29の保全会で構成されており、公民館や子ども会、青壮年部、学校など地域の様々な
方と一緒に活動しています。これらの活動を広く市民の方々に知ってもらうために、親しみやすいネーミン
グを募集します。

詳しくは、いちき串木野市広域協定運
営委員会ホームページをご覧ください。
http://kusaharu.com/

●�広域協定運営委員会
の愛称
●その他ご意見

ご自分の住所
　　　　氏名
　　　　電話番号

「いちき串木野市広域協定運営委員会」の活動

水路清掃（草払い・土砂上げ） 鬼火焚き田植え体験

（はがき裏面）記入内容

・�いいね！と思う活動
・�こんな活動してみた
い‼
・�地域環境や、農業に
ついて普段思ってい
ること　など

広域協定って
どんな活動をする
組織なのかな？

伝統の踊りの復活 話し合い活動花植え

●応募方法　はがきでの応募
　　送付先　〒896-8601
　　　　　　いちき串木野市昭和通133番地１
　　　　　　市役所農政課内「運営委員会事務局」宛
●副　　賞　季節の農作物
※�採用された方への発表は、発送をもって代えさせて
いただきます。
●締　　切　12月14日（金）
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　９月１0～１6日は自殺予防週間です。市ではニシム
タ串木野店の協力で９月１4日に自殺予防街頭キャ
ンペーンを実施しました。
　早めの気づき、相談場所や連絡先などを記載した
自殺予防対策グッズを来店者２５0人に配布しました。

あなたにも出来る自殺予防のための行動
〈気づき〉
　家族や仲間の変化に気づいて、声をかけましょう。

〈真剣に話を聞きます〉
　相手の話しや気持ちをじっくり聞きましょう。

〈つなぎ〉
　難しい問題は早めに専門家に相談しましょう。

〈見守り〉
　温かく寄り添いながらじっくりと見守りましょう。

自殺予防週間街頭キャンペーンを実施しました
 串木野健康増進センター（☎33-3450）

　９月１4日、冠岳小学校で男女共同参画講座が開催
されました。講師に髙﨑恵氏を迎え、児童、保護者、
教職員が参加しました。
　「話し合いにはみんな苦手意識がある。人の違い
を大切にできていないから、苦手になる。みんな
違ってみんないいんだよ」と話しました。
　最後に代表の児童から、
「間違っていても自信を
持って発表したい」という
感想が聞かれました。

新国立劇場合唱団との合唱
 社会教育課（☎21-5113）

　９月１9日、市来小学校で新国立劇場合唱団による
合唱が行われ、一流の芸術に触れる機会となりまし
た。
　前半は合唱団による市来小学校の校歌やソーラ
ン節の合唱、「魔弾の射手」や「糸紡ぎの歌」など
のオペラが歌われました。
　後半は校歌やドレミの歌を児童と一緒に歌い、プ
ロの歌声を間近で聞くことのできる貴重な体験と
なりました。

　９月１4日、市内の高齢者を対象に、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・88歳・90歳・
9５歳・１00歳以上の方に、長寿祝金等を贈っていま
す。今年は768名の方にお祝いを贈りました。
　いつまでもお元気で長生きしてください。

長寿を祝う　敬老訪問
 福祉課（☎33-5619）

みんな違ってみんないい
 政策課（☎33-5672）

（左）黒江　トクさん　（１0５歳・市内最高齢）
（右）松下　ヒロノさん（１0１歳）
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　９月２3日、酒と食を楽しむ「いちき串木野ＷＢＳ
フェスティバル」を市役所串木野庁舎前で開催しま
した。
　これは明治維新１５0周年を記念して、カリフォル
ニアのワイン産業発展に貢献した長沢鼎やサッポ
ロビールの前身を創設した村橋久成など、本市にゆ
かりのある先人たちに思いを馳せ、酒と食を楽しん
でもらいたいと企画したものです。
　当日は、本市の食材を使用した公開料理講座や、
ワイン、ビール、焼酎の各分
野で活躍している方々による
トークショーなどもあり、約
２000人の来場者で会場は終日
賑わいました。

先人たちに思いを馳せ
酒と食の共演 観光交流課（☎33-5640）

　９月２２日、本市の特産品や食材をPRするために、
制作された動画「＃架空食堂in#いちき串木野」上
でしか存在しなかった架空食堂が一夜限りのレス
トランとしてオープンしました。
　動画に出演したシェフを招聘し、素敵な空間の中
で振舞われる、いちき串木野産にこだわったスペ
シャルなディナーに参加者の頬は、緩みっぱなしで
した。

　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」等の目的で全国
各地で約73万人もの会員

が元気に働いています。少子高齢化の進展により、
労働力人口の大幅な減少が見込まれています。確か
な技術・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ち、地域に
貢献することが益々重要となっています。
随時、会員募集中‼毎月第１水曜日入会説明会開催

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
 福祉課（☎33-5619）

●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

就業事例：屋内清掃

＃架空食堂in#いちき串木野
ワンナイト・ディナー inカッチェル
 観光交流課（☎33-5640）

フォトコンテスト
 政策課（☎33-5672）

写真家　下薗詠子と撮る
�ポートレート撮影会参加者募集

第４回 いちき串木野市フォトコンテスト

市「フォトコンテスト2018」の

一環として撮影会を開催します。

講師は写真家の下薗詠子氏です。
メール

●日　時　11月25日（日）9:00 ～ 12:00

●場　所　いちき串木野市内(参加者に別途連絡)

●参加費　3,000円

●募集数　10名（応募多数の場合抽選）

●募集期間　11月１日（木）～ 11月16日（金）

●申込・問合せ　政策課

2018
PHOTO
CONTEST

詳しくは、次回広報紙でお知らせします

■募集期間　平成31年１月１日（火）
　　　　　　　　　～１月31日（木）まで

テーマ

Ichikikushikino facial 
expression

「表情」
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　２0２0年に開催される、燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会をＰＲする「ゆめ～ KIBAIYANSE ～ダンス」
に様々な団体が取り組んでいます。
　「ゆめ～ KIBAIYANSE ～ダンス」は、鹿児島県出身のシンガーソングライターの辛島美登里さんが作詞作
曲したものに振り付けしたものです。
　９月１0日に行われた串木野西中学校体育大会では、生徒会の発案で生徒だけで練習したそうで、「西中
KIBAIYANSE!」と題して披露しました。また、１0月７日、市民体育大会では、市女性連を中心として披露
するなど、ＰＲダンスの輪が広がっています。今後は、１１月３日、４日に開催される「地かえて祭り」でも
披露する予定です。
　ダンスを覚えたいなど興味のある方は、燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会市実行委員会事務局（市
民スポーツ課内　☎21-5129）へご連絡ください。
　ダンス動画は、

ゆめ～KIBAIYANSE（きばいやんせ）～ダンスで燃ゆる感動
かごしま国体・かごしま大会をＰＲ 市民スポーツ課（☎21-5129）

串木野西中学校体育大会 市民体育大会練習風景

●�NTT東日本やNTT西日本から光回線を借り受けた事業者（光コラボレーション事業者）の参
入が増え、これらが提供する光回線サービス（コラボ光）の相談も寄せられています。光コ
ラボレーション事業者との契約は、NTT東西との契約ではありません。
●�「安くなる」と勧誘されても他のオプションサービスとセット契約だった場合、今の料金より
高くなることがあります。
●�勧誘されてもすぐに返事をせず、契約先の事業者名、サービス名など契約内容を確認しましょ
う。内容が理解出来ない、必要がないと思った場合は、きっぱり断りましょう。
●コラボ光は、電気通信事業法の解約ルールである「初期契約解除制度」の対象です。解約し
たいと思ったら、すぐに光コラボレーション事業者に申し出ましょう。
　心配なときは、お早めにいちき串木野市消費生活センター等にご相談ください（消費者ホッ
トライン188）。

事例１ 「電力工事のお知らせに訪問したい」と言われ、契約中の電力会
社だと思い話を聞いた。「この地域は皆、この光回線にしている」
と変更が必要であるかのように言われ、書類に記入したら、別会社への
光回線申込だった。� （70歳代　女性）

事例２ 契約中の大手通信事業者Ａを名乗る電話があり、「光コラ
ボの案内。今より千円ほど安くなる」と勧誘された。Ａ社のプ
ラン変更だと思い手続きをしたら、別会社との契約になって
いた。� （60歳代　男性）

光回線サービスの変更は、
内容をよく理解してから

ひとこと助言
契約先を
確認して

見守り
新鮮情報

検索ダンスゆめKIBAIYANSE
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特認校制度による児童募集
 教育委員会総務課（☎21-5126）

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育て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。

� ※正式名称は「小規模校入学特別認可制度」

２．入学・転学の条件
　⑴　期　　間………１年間の通年通学に限ります。
　⑵　対象学年………小学１年生～６年生
　　　　　　　　　　※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。
　⑶　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で、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。
　⑷　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、ＰＴＡ活動等への協
力、その他学校の指導等に対する保護者の協力が不可欠です。

　⑸　通　　学
　　�　特認校へは、自力による通学（保護者等による送迎）が原則となっていますが、平成3１年度までは、

スクールバス・タクシーを従来どおり無料で利用できます。
　　�　ただし、平成32年度からは、スクールバス・タクシーを利用する場合は、一定の負担をしていただく

ことを、現在検討中です。

●�　特認校へ転学できる学校の児童はどの特
認校へも通学できます。

５．平成31年度募集要項
　⑴　募集期間
　　　　１１月２0日（火）～１１月30日（金）（土・日・祝日は除く）
　⑵　申込み
　　　�　教育委員会総務課へ募集期間内に直接申込書を提出してください。申込用紙は１１月１日から配布し

ます。特認校４校、教育委員会総務課（市来庁舎３階）にあります。なお、新規申込者については面
談を行います。

　⑶　特認校へ入学・転学できる期間
　　　　平成3１年４月１日から平成3２年３月3１日までの１年間です。
　　　　平成3２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、再度申し込みが必要です。
　⑷　入学・転学の決定及び学校指定変更手続き
　　　�　平成3１年２月上旬頃、保護者に結果を通知します。入学・転学が決定したら、教育委員会総務課で

学校の指定変更の手続きを行ってください。
　⑸　学校見学等
　　　　特認校の見学・参観・体験入学ができます。ご希望の方は直接各学校へ連絡してください。

３．特認校として指定する学校
学　校　名 所在地 電話 校　長　名
旭 小 学 校 金山１4067番地 3２-１7２4 小山日出秋
荒 川 小 学 校 荒川２347番地１ 3２-２0１0 久保　正治
冠 岳 小 学 校 冠嶽１２844番地１ 3２-２688 宮路由紀子
川 上 小 学 校 川上１２00番地 36-２044 池田　伸一

４．特認校へ転学できる学校
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 上園　拓郎
照 島 小 学 校 照島５4５3番地3 3２-4446 前田　伸一
市 来 小 学 校 大里373１番地 36-２006 桃北　紀和
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歴史ある自然豊かな冠岳小で 

いっしょに学ぼうよ！ 

可能性無限大！ 

自然体験心豊かに！ 

小規模・複式で学力向上！ 

 みんななかよし！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

豊かな自然・芝生の校庭のある 
 

一人一人に寄り添う 
きめ細かい指導 
～苦手も得意に～ 

一人一人が感性を磨く 
豊かな体験活動 

英語での校内放送 
～外国語の日常化～ 

児童の主体的な学習        きめ細やかな指導 

小規模・複式による授業で一人一人が学力アップ！ 

上級生も下級生も 
「みんなで遊ぶ日」 
 

全職員で 
一人一人を励ます 

機会の充実 

高学年が教えます 
～児童ブログの充実～ 

旭小学校

荒川小学校冠岳小学校

川上小学校
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本当は恐～い『歯周病』
気付いた時は、あなたは歯周病かも？

　歯周病は、安静にしていても決して自然と治ることはありません。歯ぐきの腫れが引いたという方もいま
すが、時間をおいてまた再発し、ひどくなるまで自覚症状が少なく、沈黙の病気と表現されるように次第に
ひっそりと進行してしまいます。気付いた時には、かなり進行していることも。日本人成人の約８割が歯周
病に罹っています。歯周病を予防するためには、初期のサインを見逃さず、早期発見することが大切です。

歯周病チェック～あなたは大丈夫？～

＊歯周病検診のお知らせ＊

□ 歯磨きのときに出血する　　　　　　　□ 歯ぐきの色が赤い、または赤黒い
□ 歯がぐらつく　　　　　　　　　　　　□ 歯ぐきがやせてきた
□ 歯が長く伸びたように見える　　　　　□ 歯医者さんに、ほとんど行かない
□ 歯がグラグラ動く感じがする　　　　　□ 歯と歯の間に食べ物がはさまる
□ 歯ぐきを押さえると血やウミがでる　　□ 口臭がする
□ 朝起きた時に口の中がネバつく、変な味がする

１つでもあてはまる時は歯科受診を 自分の
大切な歯を
失う前に相談

　40、50、60、70歳の節目年齢（平成31年４月１日時点）の方を対象に歯周病検
診を実施しています。受診期間11月30日までです。
　対象者には文書で案内してありますので、この機会に早めにご利用ください。

歯周病の怖さは歯を失うだけではありません

口の中の細菌が誤嚥や血
液を経由し、全身へと流
れ疾患を引き起こす。

膿が出ている

歯がぐらぐらする

歯並びが悪い 腫れや出血

歯周病
自然に抜けた

脳梗塞

誤嚥生肺炎

心筋梗塞
心内膜炎

動脈硬化

糖尿病

早産

低体重児出産

　歯周病になるとインスリンの働きを妨
げ血糖値があがります。

糖尿病

　歯周病による動脈硬化が心臓の血管を詰
まらせ、狭心症や心筋梗塞につながります。

心疾患

誤嚥性肺炎

　妊娠中はホルモンの変化により歯周病
になりやすく、歯周病の炎症物質により
早産・低体重児出産につながることもあ
ります。

早産・低体重児出産

　歯周病菌の含まれた唾液が気道に入る
ことでリスクが高まります。飲み込み力
が低下した高齢者に起きやすく、肺炎は
日本人死因の第３位を占めます。

串木野健康増進センター☎33-3450

いちき串木野づくし産業まつり 水産商工課（☎32-5638）

　市内商工業、農林業、水産業等の各業界が一体となった、産業祭が開催されます。
　祭りでは、いちき串木野の食や文化等の魅力を情報発信します。盛り上がりをぜひ会場に足を運び感じて
ください。
●日　時　１１月３日（土）　１0：00～２0：30　　１１月４日（日）　９：00～１6：00
●場　所　日置北部公設卸売市場（西薩町）
●内　容
⃝物産展　地元特産品等展示販売
⃝ステージ

３日(土)
羽島保育園ちびっ子マーチング １0：0５～１0：２0 SAIＬOR☆STARS １4：4５～１５：00
赤ちゃんハイハイレース １１：１５～１２：１５ スーパーダンス王決定戦 １５：00～１6：4５
ソラシドエアＰＲ １２：１５～１２：4５ 荒川太鼓（荒川小学校） １7：00～１7：１５
TＵNA引き大会 １3：00～１4：00 屋台村開始宣言（焼酎で乾杯） １7：4５～１8：0５
優良勤労青少年表彰式 １4：00～１4：１５ ミサンガライブ １8：２0～　　　
農産物品評会表彰式 １4：１５～１4：30 Ｇ＆Ｂライブ １9：30～　　　
４日(日)
小牟田流五ツ太鼓 ９：１５～９：3５ 串木野さのさ保存会 １3：00～１3：１５
ジミー入枝ライブ ９：4５～１0：１５ 明治維新150周年クイズ大会 １3：１５～１4：00
地域盛り上げ隊　ひまわり １0：30～１0：4５ 赤ちゃんハイハイレース １4：１0～１５：00
十輝ライブ １１：00～１１：30 薩摩剣士隼人ショー １５：00～１6：00
TＵNA引き大会 １１：30～１２：30 餅まき １6：00～閉会　

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 両日 味平かぼちゃス

イーツ試食 両日 つけあげフェス
ティバル

両日　１0：00～
（無くなり次第終了)

さかなのつかみ取り
両日
開始　１3：00
（受付　１0：00～）

どてかぼちゃ展示 両日 かまぼこペイン
ティング

両日
１0：00～１１：30
１3：30～１５：30

まぐろ重量当てク
イズ

両日
９：00～１4：00 牛肉の試食

両日
（各時間無くな
り次第終了）

リヤカー隊 両日

まぐろ買いたい(解
体)ショー

両日
１4：30～１５：30 木工品加工

球根苗販売 両日 屋台村 ３日(土)
１8：30～２１：00魚のさばき方教室

両日
１0：00～１２：00
１3：00～１５：00

⃝ふるさとに夢をのせて
　　両日　小中学生の俳句作品展示
⃝健康ふれあい祭り
　　両日　健康相談他
⃝エネルギーに関するブース（科学実験・クイズ等）
　　両日　　エネルギ－わくわく体験広場（子ども向け科学実験等）・高所作業車の搭乗体験
⃝浄化槽普及啓発活動
　　両日　クイズ（抽選会）、パネル展示

３日（土） ４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　9：00～１５：00

３日（土） 、４日（日）
濵田酒造新酒祭り

　※天候の影響等によりイベント内容は変更になる場合があります。予めご了承ください。
　※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送迎バスを、１時間おき（９：30串木野駅発）に無料運行します。

●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

⃝イベント

食のまちいちき串木野のご当地グルメ「まぐろラーメン」「いちきポンカレー」「まぐろ舵取り丼」に
新しい仲間「串木野つけあげチャンポン」がデビューします。両日１0：00～１５：30

⃝同時開催　周辺イベント

　　愛の献血
　９：00～１１：30
　１２：4５～１6：00

４日

レーシングカーの展示
４日３日

サワーポメロ
PRイベント

４日３日
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