
　お正月が明けた１月７日以降、各地区において
今年の無病息災・厄難消除を願い、鬼火焚きが行
われました。
　新型コロナウイルスの影響で２年ぶりとなった
旭地区まちづくり協議会では、立派なやぐらを準
備しました。やぐらに火をつけると火柱高く一気
に燃え上がり、大きな音を立てていました。
　参加した子どもたちも大迫力に目を奪われてい
る様子で、今年最初のいい思い出となりました。

鬼火焚き！各地で開催

　11月28日、多目的グラウンド駐車場で「揚げ↑
アゲ↑フェスタ2021」が開催されました。
　これは、から揚げを本市の新たな特産品にしよ
うと、いちき串木野商工会議所青年部がから揚げ
コンテストとして開催したものです。
　当日は約2,500名が来場し、来場者や来賓の投
票で串木野ロータリークラブ考案の「サワーポメロ
南蛮揚げ」がグランプ
リに決定しました。
「サワーポメロ南蛮揚
げ」は、３月から市内
飲食店での提供を予
定しています。
　詳しくはいちき串
木野商工会議所ホー
ムページをご覧くだ
さい。

　12月12日、第40回福岡県杖道大会に、鹿児島
県杖道会に所属する本市の串木野道場から選手が
出場し、優秀な成績を収めました。
○少年の部　優　勝　荒田獅竜（串木野小）
○無段の部　敢闘賞　荒田真生（れいめい中）
○二段の部　準優勝　荒田名美（伊集院高）
○三段の部　優　勝　神之田洋一（串木野道場）
　串木野道場では、毎週月曜日午後８時から９時
まで串木野中学校武道館で稽古しています。
　詳しくは、お問い合わせください。
○問合せ　串木野道場　南　☎080-1701-1678

揚げ↑アゲ↑フェスタ2021開催

　昭和27年より、困窮する戦争孤児が正月にお雑
煮を食べられるようにと、婦人会員が餅を集めて、
児童養護施設に配り始めて今年で70年。
　昨年はコロナ禍で中止でしたが、市地域女性団
体連絡協議会は、今年こそは、できる範囲で実施
しようと準備しました。
　１月５日、各地区会長の協力をいただき、丸餅約
700個を県内の児童養護施設４か所に手渡しまし
た。各施設では、雑煮やぜんざい、焼き餅などに
して、子どもたちが喜んで食べたそうです。

～支援を始めて70年～愛の餅集め

福岡県杖道大会で優秀な成績
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　１月10日に田﨑一男さん（崎野）、１月15日に
木場ツマノさん（木場）が、100歳の誕生日を迎え
られました。
　２名の方には、市からお祝いの花や記念品など
を贈呈しました。現在、本市の100歳以上の方は
42名（１月４日時点）です。いつまでもお元気で長
生きしてください。

　11月28日、中央地区まちづくり協議会内の「中央地区
自主防災会」は、中央交流センターで防災訓練と防災講話
を行いました。
　今回の訓練は、約45名が参加し、LINE を使った情報伝
達訓練や炊き出し訓練を行い、県防災アドバイザー柏木
義明氏の防災講話を実施しました。
　講話では、中央地区で想定される災害の確認や非常時
の持出物を日ごろから準備しておくことなど貴重なお話
を聴くことができました。

　３年連続、秋限定で発売された『冠嶽薬膳弁当』。地域の特産品である「仙人味噌」と「黒にんにく」を使った
「山芋味噌田楽」は中でも人気の一品でした。今回は、ご家庭でも楽しんでいただ
けるようにレシピを特別公開！ぜひ、ご賞味ください。
●材料（４人分）
・山芋…200g　　・仙人味噌…50g　・黒にんにくペースト…10g
・キビ砂糖…15g　・みりん…15g　　・料理酒…15g
●作り方
①�山芋は皮をむき、一口大程度に切り、蒸し器で約５分蒸す。
②�仙人味噌、黒にんにくペースト、キビ砂糖、みりん、料理酒を鍋に入れ、混ぜ
合わせてから弱火で熱し、砂糖が溶け、照りが出たら火を止める（田楽味噌）。
③蒸した山芋を器に盛り、②でできた田楽味噌をスプーン等でかける。
※�田楽味噌は多めに作ってジッパー付き保存袋に入れ冷蔵庫で10日、冷凍庫で１
か月保存可能。
※�田楽味噌は火を入れすぎると飴状になってしまうので、火の入れすぎに注意。
●レシピ監修　栫英子（薬膳料理家）

１００歳おめでとうございます。

中央地区まちづくり協議会
防災訓練の実施

薬膳弁当の感動をご家庭に

　12月23日、「チャレンジ農業♡おごじょ塾」のメンバーが、市長に手作りの鏡餅を贈呈しました。市内在住
の農業に関心のある女性が活動するおごじょ塾では、田植え、稲刈り、脱穀などを体験し、もち米を収穫しま
した。市長就任と新年のお祝いの気持ちを込めて、このもち米を使った鏡餅を贈呈したいと塾生から提案があ
り、今回の表敬訪問が実現しました。
　市長から激励の言葉をいただいたおごじょたちのますますの活躍が期待されます。

おごじょ塾生の手作り鏡餅を贈呈

木場ツマノさん（木場）田﨑一男さん（崎野）

えんたく公式 LINE

ぜひ友だち追加してね !
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　本市特産のサワーポメロ（大橘）が収穫期を迎え、
園一帯に芳醇な香りが漂っています。
　サワーポメロは、さわやかな香りとみずみずし
い味わい、果肉のつぶつぶした食感が魅力の柑橘
で、県内外に多くのサワーポメロファンがいます。
　今年は天候に恵まれ、自信を持ってお届けでき
るおいしいサワーポメロが出来上がりました。
　市内の直売所などで購入できますので、ぜひご
賞味ください。また、２月26日からは、「いちき串
木野市サワーポメロウィーク」が開催されます。
※詳細は４面参照

　１月14日、地域の交通安全を願って、交通安全
祈願祭が串木野神社で行われました。
　祈願祭には、いちき串木野警察署やいちき串木
野地区交通安全協会などの関係団体が出席しまし
た。
　なお、昨年の本市内における交通事故の件数は
次の通りです。

　皆さん交通安全に日頃から心がけ、取り組みま
しょう。

令和３年 令和２年 増減
事故発生数 50件 63件 ▲13件
死 者 数 １人 １人 ０人

これからが旬！！
サワーポメロ収穫始まる

安全を願って！交通安全祈願祭

　１月21日、市来神社でぽんかん「本格貯蔵　薩
州薩摩」の祈願祭が行われ、生産者や関係者が参加
しました。
　「本格貯蔵　薩州薩摩」は、鹿児島県で誕生した
ぽんかん「薩州」の中でも、「糖度12度以上・クエ
ン酸0.9％以下・１か月以上貯蔵」等の基準をクリ
アした厳選品です。
　消費者や市場関係者から高い評価を得ており、
本市のふるさと納税の返礼品としても人気があり
ます。JAさつま日置果樹部会薩州ぽんかん生産者
代表の松島吉郎さんは、「薩州薩摩を知ってもらっ
て、おいしく食べてほしい」と話していました。

薩州薩摩ポンカン祈願祭

　１月31日、移動販売車ぐりんぐりん号の出発式
が市社会福祉協議会で行われました。これは、社
会福祉協議会が、一般社団法人カザミドリの支援
を受けて、販売実施業者の大庭青果や市、商工会
議所、まち協、公民館と連携しながら実施する事
業です。
　ぐりんぐりん号は、高齢者などの移動困難者の
ために、地域の生活支援の体制づくりと、自ら買
い物をしていただくことを目的に各地域に運行し
ます。
　地域で見かけた際には、ぐりんぐりん号オリジ
ナルソングもぜひお聞きください。

移動販売車ぐりんぐりん号が出発 !!
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いちきいちき

串木野
地域おこし
協力隊からのワクワク便

　厚手のカンフーシャツとコート
が欠かせない季節ですね！鹿児島
も冬は寒いということを体感中で
す。それはさておき、イングリッ
シュイヤーと言っても過言ではな
いほど英会話に勤しんだ2021年
の経験を、今年の活動でも存分に
発揮したいと思います！

○○イングリッシュタイム（上の写真）
　２学期から毎週、川上小学校の元気いっぱいな子どもたちと英会話活動をしています。ハロウィン、 
サンクスギビング、クリスマスなど季節のイベントを楽しんだり、ゲームをしたり、グリーティングカード 
を作ったり。盛り沢山な内容！

かいた人：後藤香音

○○�イングリッシュ
キャンプ

　３時間がっつり英
語でゲーム、クリスマ
スカード・アドベント
カレンダー作り、歌と

ダンスなど。子どもたちの快活さと積極性に驚き！
いっぱい発言してくれてとっても嬉しかったです！

○○�イングリッシュ
　ワークショップ
　いちき串木野は「英
語のまち」ということ
を市役所職員がもっと
意識してほしい！とい

う思いから英会話講座を開催。第５回には外国人留
学生との交流機会を設けて、新鮮な異文化体験でし
た！

☎

出所：れいめい風力（羽島）

エネルギー豆知識 教えて！再生可能エネルギー（その２）
風力発電編

　風の力を使って発電します。風力発電設備は、大きな
ビルの高さほどあるタワー、ブレードからなるロータ、発電
機や増速機が入っているナセルから構成されています。
　強い風を、ブレードで受け止め、ロータを回転させ、ナセ
ルの中の増速機で加速された回転の力を発電機に伝え
て、電気を取り出すのが風力発電の仕組みです。

仕組み

•発電する時に二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギー
　　です。
•無限のエネルギーであり、なくなる心配がありません。

•風向きや風速に発電量が左右されやすいです。
•風の強い地域でないと発電効率が悪く、設置場所が限られ
　 ます。
•火力・原子力と同量の電気を発電する場合には広大な面積
　 が必要です。

特徴

いちき串木野市では

メリット

デメリット

　2012年から2,000kW×10基による風力発電が開始され
ました。今後は大規模な、洋上での発電が検討されています。計画
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メリット

デメリット

　2012年から2,000kW×10基による風力発電が開始され
ました。今後は大規模な、洋上での発電が検討されています。
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子育て世代包括支援センター

「あいびれっじ」通信 Vol.20
あいびれっじ〈子育て世代包括支援センター〉（☎24-8311）

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。

今月は公認心理師・岩元先生のコラム
「セレンディピティ（幸せをつかみとる能力）」についてご紹介します。

自分が満たされない理由が分かりません。家族や仕事に不満が
あるわけじゃないし幸せなはずだけど…何だか満たされない自
分がいます。

「セレンディピティ（serendipity）」って言葉をきいたことってありますか？
「セレンディピティ」とは…素敵な偶然に出会ったり、予想外のものを発見したりすること。
また、何かを探している時に、探しているものとは別の価値があるものを偶然みつける
こと。もう少しカジュアルに言えば「幸せをつかみとる能力」みたいなもので、もともと誰
にでも備わっている能力のこと。ところで…今のあなたは、ご自身の「セレンディピティ」
という「幸せをつかみとる能力」を存分に発揮（実感）できていますか？

家族や仕事に不満があるわけじゃないけど…なんだか満たされ
ないとご自身のココロが、そう訴えていると…。ところで…M
さんはご自身がすでに持っていらっしゃる「幸せをつかみとる能
力」のことってご存じですか？

ココロの問い：
「３年前のあなたに幸せを実感できる秘訣を贈るとしたら、どんなメッセージを贈りますか？」

公認心理師
岩元先生

相談者
Ｍさん

◎岩元先生の子育て相談をご希望の方はあいびれっじへご連絡ください。　（毎週月曜日、相談は予約制です）

繰り返しになるけれど、この「セレンディピティ」は…本来誰にでも備わっている能力。しかしながら、その
能力を上手く活かして「幸せ」を実感できている人と、残念ながら「セレンディピティ」なる能力を意識するこ
となく…実感できていない人とに二分されている様な…。あなたもすでに持っている「セレンディピティ」と
いう「幸せをつかみとる能力」を、これからの生き方の中で今よりも発揮（実感）したいと思いませんか？「幸
せ」を実感できる体質へと改善したいと思いませんか？

それでは、「セレンディピティ」を存分に発揮（実感）するためにはどんなことが必要なのでしょうか？
「セレンディピティ」を発揮している人と、そうでない人との大きな違いは何だと思いますか？
それは…夢や目標を叶えた「理想の未来のジブン」の姿をいつも頭のどこかで思い描いている…ということ。
いつも自然体で「理想の未来のジブン」の姿を明確にイメージしている…ということです。

そこで今回は…３年後の理想の未来のジブンを描いてみましょう。
約束事としては、３年後の理想の未来のジブンは、今の2022年のあなたが「３年後…こ
んな風に成長できていたらいいなぁ」と思い描く理想的な生き方をしている…と、そんな
風に想像してみることです。３年後の理想の未来のあなたは、不思議と…やることなすこ
と全てが上手くいっていて、「幸せ」に満たされ、理想的な生き方を実感している存在であ
る…ということです。では、「３年後の理想の未来のジブン」を十分に思い描けたら、「今の
2022年のあなた」から次の「ココロの問い」を通して質問してみましょう。
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市政ニュース
CIVIC NEWS

市ではこんなことをしています

※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
1（土） 山之神社元旦祭
3（月） 成人式（いちきアクアホール）

4（火）
・辞令交付式
・仕事始め式
・市内新春賀詞交歓会

5（水）
・串木野青果株式会社初せり
・県中小企業団体中央会年始会（鹿児島市）
・年始挨拶回り

6（木） 年始挨拶回り

7（金）・観光関係者新年互礼会（鹿児島市）・八坂神社「十日恵比須」
8（土） 駅伝日置地区選手団激励会（日置市）
9（日） 消防出初式
10（月）鹿児島まぐろ船主協会大漁祈願祭・新年会

11（火）・鹿児島地域行政懇話会（防災センター）・県市長会定例会（鹿児島市）
12（水）都市の未来を語る市長の会（東京都）

市長の主な動き（１月）
日にち 内　容

13（木）・県選出国会議員年始挨拶回り（東京都）・清泉女子大学訪問（東京都）

14（金）・安全祈願祭及び労働災害防止大会（日置市）・神村学園女子サッカー部優勝報告（市長室）
16（日）冠岳 88HENROモニターイベント
17（月）100 歳到達者表敬訪問

18（火）串木野はまゆう・飯牟礼合同バレーボールチーム九州大会結果報告（市長室）
19（水）森林土木災害協定調印式（市長室）
21（金）「本格貯蔵ポンカン薩州薩摩」祈願祭
24（月）第 3回甑島航路改善協議会（防災センター）
26（水）新型コロナウイルス感染症対策本部会議

27（木）県後期高齢者医療広域連合全員協議会及び議員研修会（市長室・オンライン）

31（月）
・社会福祉協議会移動販売車出発式
・市議会臨時議会
・�県中小企業家同友会北薩支部設立例会（市
長室・オンライン）

　12月18日、防災センターでイングリッシュ 
キャンプを実施しました。地域おこし協力隊の後
藤香音さんを講師に迎え、市内の小学４・５年生
の計５名が参加しました。クリスマスにちなんだ
豆知識やミニゲーム、アドベントカレンダーづく
りなどを通して、海外でのクリスマスについて、
楽しく学びました。
　市国際交流協会では年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市国際交流協会
Facebook をご覧ください。

イングリッシュキャンプ
企画政策課（☎33-5628）

　12月27日、いちきアクアホールで、発表者が
おすすめする本を制限時間内に紹介し、一番読み
たくなった「チャンプ本」を来場者の投票で決める
ビブリオバトル大会が開催されました。
　私立を含む市内の全小中学校の代表者15名が
想いをこめて、それぞれの好きな本をプレゼンし
ました。どの発表も素晴らしく、来場者からの質
問も充実し、大会は大いに盛り上がりました。
○○小学生の部
　チャンプ本　「きっときみに届くと信じて」
　発表者　内田　あかりさん　（川上小学校５年）
○○中学生の部
　チャンプ本　「夏の終わりに君が死ねば完璧だったから」
　発表者　平野　愛梨花さん　（羽島中学校２年）

どの本を読みたくなった？
ビブリオバトル大会開催

社会教育課（☎21-5128）
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新ALTのイサン先生、マリアン先生　よろしくお願いします
学校教育課（☎21-5127）

　市内公立小・中学校で英語の授業のサポートをする
ため、新しい ALT（外国語指導助手）が２学期末に着
任しました。アメリカ出身のサムズ（姓）・イサン（名）
さんとイギリス出身のピアース（姓）・マリアン（名）さ
んの２人です。12月からすでに、市内の小・中学校 
で英語の指導をしています。２人とも、日本のことに
ついてとても勉強しており、日本語も少し話すことが
できます。イサン先生とマリアン先生に出会った時は、
日本語でも英語でもよいですので、ぜひ話しかけてく
ださい。

○○イサン先生からのメッセージ
　「皆さん、こんにちは。イサンです。アメリカのテネシ―州から来ました。いちき串木野市で英語を教
えることができてとても嬉しいです。私は日本にずっと来たいと思っていましたので、今回の来日で私の
夢が叶いました。私は日本の文化、食、歴史、民話と建築が好きです。それらの事柄についていろいろ学
ぶことが大好きです。私はこの日本、そして、いちき串木野市のいろいろなことについて早く知りたいと
思っています。英語、そして、私の国と文化を子どもたちに教えることが楽しみです。よろしくお願いし
ます。」

○○マリアン先生からのメッセージ
　「はじめまして。マリアンです。北アイルランドから来ました。北アイルランドはイギリスの一部です。
私はいちき串木野市に来ることができてとても嬉しいです。私はこれまでに、担当の学校の授業に入り、
とても楽しく過ごすことができています。そして、これからも授業に入るのを楽しみにしています。文学
が大好きですので、日本語を上達させ、日本文学についても更に深く学びたいと思います。」

写真左：イサン先生　写真中：マリアン先生

CIVIC  NEWS

未来あるいちき串木野市の皆様へ
みそのの「お寿司」、春の様々なお集りにお役立てください。

★お問合せ　お届け料理　味工房みその☎ 080-4402-5442（受付時間 9：00～ 17：00）

こちらの２次元コードから、
仕出し商品のご確認・ご購入
ができます。

※寿司ネタは、仕入れ状況により変更になる場合があります。
※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

このほかにも各種仕出しお弁当ご用意してございます。

アルバイト様・パート様大募集『未来あるいちき串木野市』で共に働きませんか
仕事内容・調理・接客・配達　なんでもお気軽に聞いてください（仕事内容・働ける時間・早朝６時からの勤務もございます）
お問い合わせ・こだわりとんかつ味工房みその　☎０９９６－３３－１５５０（担当・竹本）

お届け みその ☜ https://kagoshima-obentou.com

みその特製握り　雅（みやび）
　本まぐろ中トロ、本まぐろ赤身、蒸し海老、紋甲イカ
　白身、煮穴子、サーモン、ホタテ貝柱
　イクラ軍艦、ねぎとろ軍艦
４人前　8,800 円（税込）

〔広告〕
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こんにちは　スポーツ推進委員です
社会教育課（☎21-5129）

　市民の皆様こんにちは。昨年、私たちスポーツ推進委員は、コロナ禍の中で、市民体育大会の運営・
競技について半年ほど色々な意見を出し合い、開催に向けて検討してきましたが、残念ながら中止
となりました。11月のイベントでは、久しぶりにかごしま国体・かごしま大会イメージソングダン
ス「ゆめ～ KIBAIYANSE ～」を披露することができ、12月の B&G 海洋センターのクリスマス会で
は人数制限等、新型コロナウイルス感染症対策を行ったうえで、子どもたちと楽しくふれあうこと
ができました。
　今年も市民の皆様と一緒になって活動できればと願っております。

（スポーツ推進委員協議会　会長　徳重　和彦）

☆いちき串木野市スポーツ推進委員紹介
【冠岳地区】瀬戸口　健治 【生福地区】田島　洋平・西　奈々 【上名地区】森永　賢二・小薗　絹代
【大原地区】安藤　太洋・蓑茂　裕子 【中央地区】藤井　淳子 【本浦地区】西川　喜幸・井上　美幸
【野平地区】橋口　幸二 【照島地区】吉永　努・北薗　由乃 【旭　地区】山下　一彦
【荒川地区】岩村　光雄 【羽島地区】大﨑　勝夫・関根　由理佳 【川南地区】原口　俊昭
【川北地区】堂園　善昭・黒木　眞利子 【湊　地区】内野　勝之・瀬戸口　寛子 【湊町地区】大迫　秀人
【川上地区】徳重　和彦

　ここ２年間、新型コロナウイルス感染症の影響で、多く
のイベントが中止となり、私たちスポーツ推進委員の活動
の場も少なくなっていますが、アフターコロナに、市民の
皆様が健康で楽しく過ごせるよう、誰でも、いくつからで
も、いつまでも楽しめるニュースポーツの実技講習会や、
少しでも多くの皆様が参加できて楽しめる市民体育大会を
目指して内容検討などを行っていきます。

☆「ゆめ～KIBAIYANSE ～」ダンスの指導活動
　2023年に開催される燃ゆる感動かごしま国体・かごし
ま大会を盛り上げるため、イメージソングダンスとして作
成された「ゆめ～ KIBAIYANSE ～」ダンスの普及活動に取
り組んでおり、講師の派遣を行っています。希望する場合
は、お気軽にお声かけください。

（スポーツ推進委員協議会広報部）

〔広告〕
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学生・保護者の皆様へ

〇募集内容

〇申込方法

令和４年度の令和４年度の奨学生奨学生を募集します！を募集します！

【いちき串木野市奨学生】
○資　　格　保護者が本市に１年以上在住する方で、学資の支出が困難と認められる方
○奨学金額　 月額15,000円以内… 高等学校、特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程及び高等専門学校（１

～３年次）
　　　　　　月額30,000円以内…大学、短期大学、専修学校の専門課程及び高等専門学校（専攻課程）
　　　　　　※ ただし、独立行政法人日本学生支援機構その他の団体から貸与を受けたときは、その金額に相当す

る額を減額します。
○貸与期間　正規の修学期間
○募集人員　15人以内
○返還方法　卒業後１年経過時点から貸与月数の２倍の月数以内に返還（無利子）となります。
○保 証 人　保護者及び連帯保証人（市内に住所を有する者）

【いちき串木野市農業自営者養成奨学生】
○資　　格　 県内の農業高等学校及び農業大学校に在学または進学予定の方で、次の①②のいずれにも該当する方
　　　　　　①農業高校等を卒業後、本市で３年以上農業を本業として経営すると認められる方
　　　　　　②保護者が本市に１年以上在住する方
○奨学金額　月額30,000円以内
○貸与期間　正規の修学期間　　　　　　
○募集人員　若干名
○返還免除　 卒業後３年以内に本市で農業経営を開始し、経営期間が３年を超えた場合は返還が免除されます。
　　　　　　 ただし、３年以内に農業経営をやめた場合は、１年経過時点から貸与月数の２倍の月数以内に返還と

なります。

【いちき串木野市まぐろ漁船乗組員養成奨学生】
○資　　格　 水産課程を有する高等学校、船舶通信技術を取得できる高等学校、海上技術学校及び海上技術短期大

学に在学または進学予定で、卒業後、本市に在籍するまぐろ漁船に３年以上乗船すると認められる方
○奨学金額　月額30,000円以内
○貸与期間　正規の修学期間
○募集人員　若干名
○返還免除　卒業後引き続き本市に在籍するまぐろ漁船に乗船する期間が３年を超えた場合は、返還が免除されます。
　　　　　　 ただし、３年以内に乗船しなくなった場合は１年経過時点から貸与月数の２倍の月数以内に返還とな

ります。

奨学生願書に必要書類を添えて提出してください。
願書等は教育総務課（市来庁舎３階）に準備してあります。

〇問合せ
　教育総務課　〒899-2192　湊町１丁目１番地　☎21-5126　Fax�36-5228

●応募締切　４月８日（金）
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市町村

家族みんなで　　　加入しましょう！

500円 高
最100万円年会費 見舞金

ひとり年額500円です。途中加入も同額です。

（死亡の場合）

※市町村交通災害共済は、鹿児島県市町村総合事務組合が運営しています。

１等級…100万円　２等級…18万円　３等級…13万５千円　４等級…11万５千円　５等級…９万５千円
６等級…７万５千円　７等級…５万５千円　８等級…３万５千円　９等級…２万５千円災害見舞金

共 済 期 間

令和４年４月１日～翌年３月31日
申込みは３月中に申込みは３月中に 申込期間を過ぎても

途中加入できます。

　令和４年度の交通災害共済申込書が必要な方
は、まちづくり防災課または市来庁舎市民課へご連
絡ください。
　なお、令和３年度に加入した世帯には申込書を
郵送してあります。
○問合せ　まちづくり防災課　☎33-5631

No.5おれんじコーナーおれんじコーナー

“最近、物忘れが気になる”など、心配や不安があったら
まずは地域包括支援センターにお気軽にご相談ください。

こんにちは！認知症地域支援推進員の逆瀬川です。
今回は、ＳＯＳネットワークの仕組みについて紹介します。

＊相談窓口＊
地域包括支援センター
（串木野庁舎 ２階）

昭和通133-1
☎33-5644

認知症の人にも 愛  がいっぱい
いちき串木野市

I c h i k i k u s h i k i n o s h iSOSネットワークとは？
　認知症などにより徘徊される方や徘徊の可能性が
ある方を事前に登録し、行方不明にならないよう支
援体制をつくる仕組みです。
　徘徊の対応は、日頃からのネットワークが大切で
す。登録を機に、公民館長さんや民生委員さん等と
連絡をとり、登録者やご家族が安心して過ごすこと
ができるような関係づくりを支援します。
　もしも行方が分からなくなった際には、少しでも
早く発見につなげるために、登録している協力員に
メールや電話、FAX 等で本人の情報（名前・容姿・服
装・特徴など）を配信します。

　認知症は、誰でもなる可能性があり家族だけでケア
をすることが難しい病気です。地域とのつながりによ
り、人と触れ合うことや役割を持つことで元気な脳を
保つことにもつながり、緊急時や災害時にも大きな力
となるので、遠慮せずまわりに関りや助けを求めま
しょう。

≪もしもの場合は…≫

行方不明 発生

行方不明者を発見・保護した方が
警察・消防・包括のいずれかへ電話

警察・消防・包括で情報共有

いずれかへ電話
警察署・消防署・地域包括支援センター（包括）

包括から情報配信包括から情報配信
協力員ネットワーク委員 市役所各課

本人確認・情報共有
包括から委員・協力員等に発見の情報を配信
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薩摩藩英国留学生記念館
（☎35-1865）れいめいの風

★★★ みんなでつくろう　安全安心の街 ★★★

～毎月11日は「地域安全推進の日」～

●薩摩藩英国留学生記念館ホームページ

語学力を活かし、外交官の道へ

令和４年２月号
まちづくり防災課
（☎ 33-5631）

●中村　博愛（なかむら はくあい）
　留学当時21歳。現在の南大隅町出身。イギリス留学時にフランス語と鉱山学を学ぶた
めに朝倉盛明と共にフランスへ渡ります。薩摩藩がパリ万博に参加した際は現地対応を
務め、明治元年に帰国。帰国後は、薩摩開成所のフランス語教師となり、翌年には西郷
従道や山懸有朋の欧州視察に随行し、通訳を務めます。
　明治３年に帰国すると、兵部省へ出仕。しばらく、通訳官として務めたあと、翌年に
は工部省に出仕し、製鉄権頭、製作権頭などを歴任しますが、外務卿だった寺島宗則が
中村の語学力を活かそうと、外務省に転任させ、二等書記官としてロシア在勤を命じら
れます。明治７年にフランスマルセイユ領事、明治10年には外務一等書記官として、再びロシア在勤。
明治13年に帰国し、外務大書記官に就きますが、明治18年にはオランダ・ポルトガル駐

ちゅう

箚
さつ

弁理公使 
兼デンマーク公使を歴任。明治21年に帰国し、翌年１月、15年間に及ぶ外交官生活に終止符を打ち、
元老院議官に就きますが元老院閑職につき外交顧問の任にあたります。明治24年から貴族院議員、その 
後貴族院資格審査委員を務め、明治35年10月、58歳で人生の幕を閉じました。

記念館スタッフ　畠中　敬子

～「１１０番の日」キャンペーンを展開！～

～いちき串木野警察署管内の刑法犯の状況～

　「110番の日」である１月10日の前後に、えびす市場及びＡコー
プ串木野店で、串木野駅前交番連絡協議会会員及び署員が「１１０
番」の正しい使い方を来店者に呼び掛けました。
●緊急の事件・事故の場合は
　　⇒１１０番
●緊急の事件・事故以外の困りごと等の相談の場合は
　　⇒＃９１１０

　いちき串木野警察署管内で令和３年中に刑法犯として43件が取り扱われました。前年に比べて件数
は減少しているものの後を絶ちません。
　日頃から、「防犯は、日ごと　家ごと　地域ごと」の取組みが大切です。今後も防犯活動へ皆様のご理
解とご協力をお願いします。

〇問合せ　いちき串木野地区防犯協会（いちき串木野警察署内）　☎32-9710

令和３年いちき串木野警察署管内刑法犯包括罪種別毎認知件数（暫定値）※令和２年数値は確定値
認知事件総数（件） 包括罪種別毎認知件数　（Ｒ３. １月～12月末）　　（件）

Ｒ３ Ｒ２ 増減 増減率 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他
43 69 ▲26 ▲37.7％ Ｒ３ １ ６ 27 ０ ３ ６

検挙率 Ｒ３ Ｒ２ Ｒ２ ０ ７ 43 １ ３ 15
48.8％ 63.8％ 増減 ＋１ ▲１ ▲16 ▲１ ０ ▲９

※備考　「風俗犯」とは、賭博罪や、わいせつな行為に係る犯罪を言います。
　　　　「その他」とは、公務執行妨害、住居侵入、器物損壊等上記に掲げるもの以外の刑法犯を言います。
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巡回日 ステーション 到着時間

１日 （火）

旧平江公民館東
浜町市場通り会無料駐車場
浜ケ城（旧南商店隣）
塩田団地

13：50
14：20
14：50
15：30

２日 （水）
ウッドタウン
八久保公園（麓）
酔之尾東団地

13：35
14：10
14：40

４日 （金） ひばりが丘団地 14：10

９日 （水）
中組集落センター
迫公民館
川南交流センター

13：50
14：20
14：50

23日 （水）
県営橋ノ口住宅
県営市来住宅
市来駅前

13：30
14：00
14：30

◆３月のおはなし会
　�本館
　　12日、26日（土）　15：00～（30分程）
　　ひよこ絵本　６日（日）　11：00～（20～30分程）
　　　　　　　　（乳幼児向けおはなし会）
　�市来分館
　　５日、19日（土）　11：00～（30分程）
　※催し物は情況により中止する場合があります。

◆リサイクル市の延期
　『図書館だより』等でお知らせしていました
リサイクル市は、新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため延期します。

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
【本館】

『基本のラッピング』

つつみ屋工房 / 監修
成美堂出版

　どんなものでも、気持ち
を込めて包めば大切な想い
は伝わります。包装紙やリ
ボンを工夫すれば、それだ
けで世界にひとつだけの贈
り物。
　ちょっとした手土産や、
イベントなどにも使える
ラッピングの技を、丁寧な
写真付きで基本から応用ま
で紹介。

児童図書
【本館】

『こねこが』

まつおかたつひで / 著
めくるむ

　こねこがおさんぽしてい
ます。
　こねこがあるいている
と、ちょうちょう、かたつ
むり、かえる、せみ、ひよ
こ……、とたくさんのとも
だちにであいます。
　いっしょにあそびたいこ
ねこ。こえをかけてみるけ
れど……。

一般図書
【分館】

『夜叉の都』

伊東潤 / 著
文藝春秋

　頼朝亡き後も武士の府を
守るため、弟の義時ととも
に政敵を排除する謀略を
次々と仕掛け、修羅の道を
進む北条政子。
　鬼となって幕府を守り抜
いた“尼将軍”を描いた歴史
巨編。『別冊文藝春秋』連載
を書籍化。

児童図書
【分館】

『おうちおおずもう』

二宮由紀子 / 文
あおきひろえ / 絵

文研出版

　家にあるいろんなもの
が、まわしをつけて大相撲
の力士となって対戦する。
まずは、ほうちょう（台所
部屋）とかさ（玄関部屋）の
取り組み。勝つのはどっ
ち？決まり手は？
　迫力満点のナンセンス絵
本。こんな大相撲見てみた
い！

本ひより本ひより

◆３月の移動図書館車巡回日程

～みつけよう。私だけの一冊～
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