
　串木野海上保安部では、過去の事故を教訓に、チ
ラシの配布や声かけで、春先の南風（はえんかぜ）によ
る海難事故防止の呼びかけを3月21日まで行いまし
た。
　2月４日には、今年度の啓発ポスターのモデルに
なった本市で活動するマーメイドパフォーマーの鮫島
百桃子さんが、海上保安部職員と本市の漁港等でポ
スターを配布し、啓発活動を行いました。
　鮫島さんは「海での活動が多くなる時期ですが、無
理のない範囲で、海の恵みを受けてほしい」と話しま
した。
　啓発期間は終了しますが、今後も海上での活動の
際はくれぐれもお気をつけください。

　萩元惟士さん（平山公民館）は、平成25年度から森
林づくり推進員として市の森林整備・間伐推進等に
貢献され、その功績を称え鹿児島地域林業振興協議
会会長（いちき串木野市長）から表彰されました。

春先の南風に注意！
海難防止を呼びかけ

森林・林業功労者表彰

　3月26日・27日に知覧平和公園多目的球場で開
催される第32回全九州小学生選抜男女ソフトボー
ル大会に本市の汐見ソフトボールスポーツ少年団
が出場します。
　県大会でベスト8に入り、出場権を獲得した選
手たちは「チーム一丸となって優勝目指して頑張り
ます」と抱負を話してくれました。
　チームの活躍をお祈りします。

　1月30日、初春の霧島路を舞台に、第35回鹿児
島県地区対抗女子駅伝競走大会が開催され、総合
５位の成績でした。
　また、2月19日から23日までの５日間にわた
り第69回県下一周市郡対抗駅伝競走大会が開催さ
れ、総合6位の成績でした。
　日置チームの今後の更なる活躍を期待します。

　2月25日、神村学園において、市スポーツ栄誉
賞の授与式が行われました。
　神村学園高等部女子サッカー部が1月に行われ
た第30回全日本高等学校女子サッカー選手権大会
において16大会ぶり3度目の優勝に輝き、昨年8
月に行われたインターハイに続き全国大会2冠と
いう快挙を成し遂げられた功績を称えたものです。
　神村学園の今後ますますの活躍が期待されます。

駅伝選手の力走に大きな感動
～たくさんの夢と感動をありがとう～

神村学園女子サッカー部へ
市スポーツ栄誉賞を授与

汐見ソフトボールスポーツ少年団
第32回全九州小学生選抜男女ソフトボール大会出場
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　「えんたく」では昨年から新しい取り組みを行っています。それは冠岳の放棄地を使った大豆作りです。悪戦
苦闘しましたが、試行錯誤を繰り返し、無事に収穫することができました。
　そこで今回はこちらの大豆を使った味噌づくりワークショップを開催します。講師は市内で発酵料理教室の
開催や発酵食の販売をされている『発酵食 Lab』の塩田亜耶子さん
です。味噌作りを楽しみながら発酵について学びましょう。
●日時　４月3日（日）　10：00～13：00
●講師　塩田亜耶子氏（発酵食 Lab 主宰）
●場所　旧冠岳小学校体育館（冠嶽12844-1)
●参加費  4,000円（税込）/1 組あたり
※1kg のお味噌づくりと茶節つき。
※大豆と麹を購入希望の方は当日販売を行います。
●定員　30組
●申込方法　右の二次元コードから申し込み
●主催・問合せ　えんたく（担当：小林）
　　　　　　　　entaku2019@gmail.com
※感染症対策のため、マスクの着用をお願いします。
※ 当日、検温時に37.5度以上の方の入場はお断りさせ

ていただきます。
※ 新型コロナウイルスの感染状況により、中止または

延期、内容が変更になる場合があります。

冠岳で育った大豆で楽しく味噌づくり

薩摩半島×観光HUNT

日置市 南さつま市 南九州市 枕崎市

第19回尾木場めだかの里散策
＆山菜狩り

ROCK　FISH
（釣り筏） 「おひなさま巡り」開催中！ 第15回枕崎ぶえん鰹

スタンプラリー
日
時

４月３日（日）
9時30分～12時00分 ２月５日（土）～３月31日（木） ３月１日（火）～５月31日（火）

場
所

東市来町尾木場集会場
東市来町養母17120-5

南さつま市笠沙町片浦
（漁港近く）

南九州市内15箇所
（詳しくは南九州市HPへ）

枕崎市周辺42店舗
（枕崎市内39店舗、南九州市１店

舗、南さつま市２店舗）

料
金
１グループ（４名程度まで）2,500円
昼食代：おにぎりセット一人300
円（別途徴収）
※募集定員15グループ（50人程度）

入場料：3,000円

問
合
せ

日置市東市来支所産業建設課
農林水産係

☎099-274-2114
ROCK　FISH

☎080-4282-6009
南九州市観光協会
☎0993-58-7577

枕崎駅前観光案内所
☎0993-78-3500

内
容

山菜狩り（ツワ・ノビル等）・里山
散策・たけのこ掘り
めだかの棲む里、尾木場でゆっく
りと流れる時間を過ごしてみませ
んか？

片浦漁港に2021年5月に登場
した釣りスポット。海上に浮
かぶ筏に渡り、釣りが楽しめ
る。貸し竿やエサ（有料）もあ
るので手ぶらでも大丈夫。筏
には水洗トイレも完備。

おひなさまを展示しています。
飲食店では限定メニューも食
べられます。

初鰹の季節に合わせて開催され
るスタンプラリー
春のお出かけは枕崎へ。

そ
の
他

新型コロナウイルス感染症の状況
により、規模の縮小、延期または
中止となる場合があります。あら
かじめご了承ください。

営業：応相談
休み：無休（天候により休みの
場合あり）
駐車場：あり

申込はコチラ
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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

No.6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『車などの運転』について一緒に考えてみましょう！

＊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 i車などの運転どうしていますか？
　近年、高齢者等の運転問題や事故のニュースが多く、
みなさんも運転について考えることが増えたかと思い
ます。
　認知症の人が運転中に交通事故の加害者になると、
危険運転致死傷罪となる場合があり、本人や家族に責
任が発生することがあります。
　認知症の有無に関わらず、年齢とともに誰しも脳の
機能や運動機能は低下します。脳の萎縮などにより性
格の先鋭化が起きることで、自信満々な人はさらに自
信家に、頑固な人はさらに頑固になることがあり、脳
の働きにより“自分はまだ大丈夫 ‼”と過信が生まれ、
運転を続けた結果、とっさの判断能力の衰えにより重
大事故につながる可能性があります。
　そうならないよう運転について考えたいですね。
≪返納のメリット≫
●�返納すると身分証になる“運転経歴証明書”がもらえる
●タクシー1割引（市内対象事業者）
●�車が無くなれば、税金や維持費が
かからない
●本人も家族も安心♡

≪本人ミーティングにて≫

このように、認知症の方も返納の大切さを理解して自分の不
便さより“家族や他人に迷惑を掛けたくない”と
いう思いが強く自主返納を前向きに考えているようです

みなさん、
運転免許証はどうしていますか？

私は、認知症と診断されて早い段階で返納しま
した。不便にはなったけど、バスや自転車でど
こへでも行けるから生活に支障はないですよ！

なるべく運転しないようにしています。
返納してもいいかなと思っているけど、墓参
りには行けなくなるな…

自由に行きたい所へ行けなくなるけど、家
族に心配や迷惑をかけたくないから返納し
ようかな。

　あんなに暑かった鹿児島が一変、雪がちらつくほど寒い季節が来るなんて！初めて体験する鹿児島の冬
の寒さに驚きでしたが、美味しい大根や白菜を使った料理、香りに癒されるスイセンや梅の花、一層体に
染み渡る温泉、夏とは違った夕日などなど、いちき串木野市の冬の顔をたくさん発見しております。

　さて、突然ですが、いちき串木野市内で12月から５月まで体験できる楽し
くて美味しいイベントをご存知でしょうか。そうです！苺狩りです。現在い
ちごハウス木場さんでは、収穫した分を量って持ち帰る「量り売り」と「30分
食べ放題」の２つのコースを楽しむことができます。今回は食べ放題コース
を体験させていただきました。真っ赤に色づいた苺と葉っぱとお花の白の色
合いのかわいいこと。教えていただいたとおり、色づきがよく大きな苺をひ�
ねって収穫。いくつ食べてもずっと美味しい絶品の苺でした。

　３棟あるハウスで育てる苺は「さがほのか」という品種だそうです。さがと名前があるように佐賀県をは
じめ主に九州で栽培されています。甘みが強く多汁で穏やかな酸味が特
徴で、サイズが大きく日持ちも良好ということです。口いっぱいにじゅ
わ～っと広がる甘みと酸味をお腹いっぱいになるまで味わえる、こんな
幸せな体験がいちき串木野市内でできるなんて。季節ごとに変わる食の
魅力をまたひとつ体験できました。旬の食材をその場で食べられる、そ
れを地元で体験できる、こんな贅沢なことはありません！これからもい
ちき串木野市の魅力を探して体験していきます。

深水�布由実
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２人一緒に抱っこできないから～！！

お兄ちゃんなんだから自分でして！

今おむつ替えてて手が離せないから！
こら！花ちゃんにいじわるしないで！！

子育て世代包括支援センター

「あいびれっじ」通信 Vol.21
あいびれっじ〈子育て世代包括支援センター〉（☎24-8311）

あいびれっじは子育てに関する総合相談窓口です。

下の子が生まれたら上の子が赤ちゃん返りをして困っています。
どんな風に声かけしたらよいですか？

　妹や弟が生まれた！ご家族や上のお子さんにとっても幸せなことですね。
けれども、中には上のお子さんが赤ちゃん返りをすることも。
　赤ちゃん返りでよく聞くのは「僕を抱っこして！」「私もおむつをしてほし
い」と自分にも手をかけてほしいアピール。中には、赤ちゃんに噛みついた
り叩いたりいたずらをして、親を困らせてしまうこともあるようです。
　赤ちゃん返り以外には、お子さんがこれまでと違い、夜中目を覚ますよう
になったり、食事が前より進まなくなったり。赤ちゃんのお世話で疲れてい
るママは上のお子さんのこうした行動にイライラしたり、戸惑ってしまうこ
ともありますよね。
　赤ちゃん返りを少しプラスに捉えてみると、それだけママとお子さんとの愛着関係がしっかり構築さ
れていて、上のお子さんに対するママの関わりがとても良かったということです。
　少し深呼吸して、大好きなママへの一生懸命なアピール、いつもと違う声掛けをしてみませんか？

それでもやっぱりママは忙しいものですよね。
そんなときは、朝起きた時に「ママの大好きな太
郎くん、おはよう」寝る前に「太郎くん、今日も
楽しかった？大好きだ
よ、おやすみ」と抱き
しめてあげるのも良い
ですね。

よくあるご相談より

ママはいつも子どもの寝顔をみ
ながら「今日は言い過ぎちゃった
な…」と１人反省会。
家族の方が「そうだったんだね。
大変だったんだね」と共感してく
れるだけでママは明日も頑張れ
ます。

いち子さん、今日は大変なことはなかった？
今日も家族のこと、ありがとうね！

太郎くん、本当はできるけど
今日はママにやってほしいんだよね。

太郎くんも抱っこしてほしかったのね。
ちょっと寂しくなっちゃった？

ママは太郎くんのことも大好きなんだよ♪

今、花ちゃんのおむつ替えてるから終わるまで
ちょっと待ってね。

太郎くん、待っていてくれてありがとうね。

いち子ママ
太郎くん
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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（火） 鹿児島地域植樹祭表彰式（市長室）
4（金） 原子力安全対策連絡協議会（オンライン）
17（木） 令和 4 年度当初予算記者発表（防災センター )
18（金） 防犯協会青パト隊燃油助成金贈呈式（市長室）

市長の主な動き（２月）

　市と県森林土木協会日置支部、県鹿児島地域振
興局は、大規模災害等における森林の風倒被害や
山地崩壊、土砂流出等の被害及び治山・林道施設
の被害状況等の情報収集や伝達に関する森林災害
協定を締結しました。
　これにより、災害時の迅速な情報の共有が可能
になります。

　市では、犯罪を未然に防ぐこ
となどを目的として、２月に、
神村学園前駅前広場に「見守りカ
メラ」を設置しました。これで市
内の３駅には全て見守りカメラが設置されまし
た。今後も、見守りカメラの運用にあたり、プラ
イバシーに十分配慮しながら、いちき串木野警察
署と連携して、犯罪のない安心・安全なまちづく
りに取り組んでいくこととしています。

　公益社団法人串木野日置法人会から新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止に役立ててもらいたいと
非接触式検知器（サーマルカメラ）４台の寄贈があ
りました。
　いただいた非接触式検知器は、総合体育館やい
ちきアクアホール、図書館などに設置し、今後の
感染症予防対策に活用させていただきます。
　温かい善意をありがとうございました。

　市管工事組合より、市立幼稚園・保育所・小学
校・中学校へ新型コロナウイルス感染症対策用品
としてウイルス除去剤（１本あたり４kg）計200本
の寄贈がありました。
　新型コロナウイルス感染症から子どもたちとそ
の家族を守るため、そして健康的な学校生活を送
れるようにと、寄贈されたものです。
　温かい善意をありがとうございました。

森林災害協定の締結
農政課（☎21-5121）

神村学園前駅に「見守りカメラ」を設置
まちづくり防災課（☎33-5631）

新型コロナウイルス感染症対策用品の寄贈
教育総務課（☎21-5126）
健康増進課（☎33-5613）

日にち 内　容
21（月） 市議会（開会日）
23（水） 駅伝日置地区選手団反省会（日置市）
24（木） 市長村長研修会（鹿児島市）

25（金）
・スポーツ栄誉賞授与式（神村学園）
・ 市管工事組合寄付物品（ウイルス除去剤）贈

呈式（市長室）

28（月） 串木野日置法人会寄付物品（非接触式検温器
（サーマルカメラ））贈呈式（市長室）
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CIVIC  NEWS

　市内公立小中学校で、男女共同参画についての講座を行いました。（計４回、約230名参加）
　「人権について」がテーマの講座に参加した生徒と保護者の感想とその様子を紹介します。

・�できないことの多い子供たちに対して、ついつい命令口調になってい
たが、今後は自分で考えて行動させてみようと思った。
・�「否定から始まる対話」や攻撃的に受け取られてしまいがちな「Youメッ
セージ」など、日常の中で無意識に話していることに気付き、ドキッと
した。相手が大人だろうと子供だろうとしっかり「対人（ひと）」として
相手の思いを尊重しながら、人とのかかわりを大切にしていきたい。

・�相手のことを否定するのではなく、自分の意見を提案しながら、相手
に考えを促がすということをしていくことによって、男女共同参画へ
の小さな１歩になればいいと思った。
・�みんなと同じである必要はなく、人との違いを認め合えるような関係
を作り上げていくようにしたい。

・�Ｉ（アイ）メッセージを使って、人権を大切にし、対話を心がけていき
たいと思った。
・�自分の考えだけを主張せず、その考えになった理由まで主張できるよ
うにしたい。

・�一人ひとり考えることは違うので、相手を否定したり差別したりする
ことは本当によくないと思った。お互いの考えを伝え合い教え合って、
対話して、新しい考えを発見、生み出したいと思った。
・�「ちがい」を認めることは難しいけど、それができたら自分の人生は
もっと豊かになると思った。

木や木質ペレット 燃焼 蒸気タービン+発電機

蒸気

木や汚泥など

ガス

ガス化 ガスタービン+発電機

CO2
差し引き

ゼロ
排出 吸収

☎

エネルギー豆知識 教えて！再生可能エネルギー（その３）
バイオマス発電編

　原料は、使われていない木、稲わらやもみがらなどがあ
ります。この他、家畜（牛、豚、鳥など）からのフン、食品
加工時に出るゴミや汚泥なども原料になります。これらか
ら発電する仕組みをバイオマス発電と言います。
発電方法は２種類あります。

①燃焼
　木や木質ペレットなどに着火した発生熱から蒸気を作
って発電する仕組みです。木質ペレットとは、木を粉にし
てから固めて燃えやすくしたものです。

②ガス化
　木やペレットなどを蒸し焼きにしたり、家畜からのフンや
汚泥を発酵させ、発生させたガスによってガスタービンを
回す仕組みです。

仕組み

•カーボンニュートラル※の考えから、発電時にCO２を排出しな
　 いクリーンなエネルギーです。
•太陽光発電や風力発電に比べて、発電量が自然に影響さ
　 れにくいです。

•長い期間で安定的に原料を確保することが必要です。
•燃料の保管場所を確保することが必要です。
•原料を、無料または安く手に入れる必要があります。

特徴
メリット

デメリット

市では、今後、木質バイオマス発電が計画されています。

※カーボンニュートラル
→「植物の成長過程で吸収するCO2量」＋「発電時に排出す
るCO2量」＝ゼロとみなす考え方です。（生ゴミや汚泥、家畜の
フンも、元を辿れば植物です。）

男女共同参画の気づき
企画政策課（☎33-5628）

羽島小学校
（学校保健委員会）

串木野西中学校

市来中学校

串木野中学校
（オンライン開催）
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～　学び合い　ともに輝く　人生を　～
令和４年度生涯学習講座（年間講座）受講生募集

① グラスアート講座
仕上がりはステンドグラス風で素敵！
簡単手軽に作品作り
定員　10名
場所　中央公民館
第２水曜　10：00～ 11：30
全10回　５/11開講

② ウクレレ入門講座
ウクレレの弾き方を学び簡単な曲の演奏を楽しむ
（楽器は各自持参）
定員　10名
場所　市来地域公民館
第２・４水曜　14：00～ 15：30
全10回　５/11開講

④ ノルディックウォーキング講座
ポールを使って無理なく楽しく
ウォーキング　ポール貸出有り
定員　20名
場所　いちき秀栄ドーム他
第２・４木曜　9：30～ 11：30
全10回　５/12開講

③ 花と野菜の栽培講座
季節の花と野菜の植え方・育て方
を学ぶ　実習有り
定員　10名
場所　市来地域公民館
第１水曜　９：00～ 11：00
全９回　６/１開講

⑤ 郷土の歴史と文化を学ぶ講座
郷土の歴史や文化についての
学習や史跡めぐり
定員　25名
場所　中央公民館
第１金曜　9：30～ 11：30
全10回　５/６開講

⑥ 庭木の手入れ講座
庭木の整枝についての
基礎講座　実習有り
定員　20名
場所　市来地域公民館
第３木曜　９：00～ 11：00
全10回　５/19開講

⑧ 太極拳で健康づくり講座 新
心静かに、動きはゆったりしなやかに。
太極拳を楽しんで学ぶ
定員　12名
場所　市来地域公民館
第１・３木曜　13：30～ 15：30
全10回　５/19開講

⑦ アロマテラピー講座 新
香りを楽しみ、心身の健康や美容に生かせる
アイテム作り
定員　10名
場所　中央公民館
第３金曜　10：00～ 11：30
全８回　５/20開講

※材料代等は自己負担となります。
※受講者の決定は申込者全員に連絡します。（４/13頃発送予定）
※定員を超えた場合には、初心者を優先または抽選で決めます。
　（定員に満たない際は開講しない場合有り）
※短期講座の募集は随時「広報いちき串木野」に掲載予定。

令和４年度　生涯学習講座（年間講座）申込書　　締切4/8（金）
フリガナ

住　所

(〒　　　　　　）

氏　名
（　　　）才

いちき串木野市

電話（　　　　　　　　　　）
希望講座
①

希望講座
②

●申込方法　４/８（金）までに申込書を社会教育課・中央公民館・いちきアクアホールへ提出。
　　　　　　��FAX36-5044（社会教育課）または右の二次元コードでも申込可。

切り取り線

二次元コードでの申し込みはこちら↓

社会教育課（☎21-5128）
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CIVIC  NEWS

　●いきいき大学　高齢者元気度アップポイント対象事業　

　●開 講 日　５月～翌年３月まで各会場で毎月1回開催　全11回
　●学習内容　生きがいづくりや健康づくり、一般教養など１時間程度
　　　　　　　参考：令和３年度の内容
　　　　　　　　　　高齢者の就活、認知症予防、防災について
　　　　　　　　　　健康体操スローエアロビック、�ふるさとのビデオ歳時記
　●申込方法　�参加希望の方は、社会教育課・中央公民館・アクアホールへ申込書を提出してください。

年齢は問いません。60歳前半の方も受講しています。
　　　　　　　原則としてお住まいの地域のいきいき大学へご参加ください。

大　学　名 会　場 時　間 第1回目の開講予定日
冠岳　いきいき大学 冠岳交流センター

10：00 ～ 11：00

５月13日（金）

生福　いきいき大学 生福交流センター 　５月31日（火）

上名　いきいき大学 上名交流センター 　５月10日（火）

中央　いきいき大学
（大原　中央　本浦　野平） 市民文化センター 　５月27日（金）

照島　いきいき大学 照島交流センター 　５月18日（水）

旭　　いきいき大学 旭交流センター 　５月�９日（月）

荒川　いきいき大学 荒川交流センター 　５月�２日（月）

羽島　いきいき大学 羽島交流センター 　５月17日（火）

土川　いきいき大学 土川交流センター 14：00 ～ 15：00 　５月17日（火）

市来　いきいき大学 市来地域公民館 10：00 ～ 11：00 　５月25日（水）

川上　いきいき大学 川上小学校多目的ホール 9：30 ～ 10：30 　５月24日（火）

令和４年度　いきいき大学への参加ご案内

令和４年度　いきいき大学参加申込書
フリガナ

住　所

(〒　　　　　　）

氏　名

（　　　）才

いちき串木野市

電話（　　　　　　　　　　）
参加する
大学名 （　　　　　　　　）いきいき大学

切り取り線

社会教育課（☎21-5128）
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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

「薩英戦争の砲弾」展示
資料紹介
vol.1

令和４年３月号
まちづくり防災課
（☎�33-5631）

　1863年８月、生麦事件の賠償要求に応えない薩摩藩に対して、英国側は７隻の英国艦隊を鹿児島湾
に送り込みます。当初、英国側に戦意は無く、あくまでも「威嚇」のつもりでしたが、互いの思惑が崩れ、
天保山砲台からの砲撃によって、開戦の火蓋が切られました。これが世に言う薩英戦争です。その際
使用された砲弾（複製）が記念館１階に展示されています。
　薩摩藩は球型（写真上）で砲門は85門、中でも鶴丸城を防衛する主力砲台である新波止
砲台（水族館付近）には、当時国内最大級の150ポンド砲をはじめ11門の台場砲が備えら
れていました。前装砲で信管がないため、火縄を使用するものでした。射程は１㎞以内
でしたが、英国側旗艦船ユーリアラス号に砲弾が命中するなど、多くの被害を与えまし
た。
　一方、英国艦隊は尖頭型で砲弾側面砲身に施条が刻まれている最新鋭のアームストロ
ング砲（写真下）でした。英国艦隊は総89門を備え、40ポンド砲は後装式で射程は４㎞、
先端には信管の突起があり、着弾時に弾内の炸薬が発火する弾丸でした。
　戦闘準備に時間を要したことや、急な天候悪化の影響で十分な威力を発揮できません
でしたが、時間が経つにつれ威力を発揮し、３隻の蒸気船をはじめ鹿児島城下500戸や
集成館などの工場群を焼くなどの被害を与えました。
　２日間にわたる戦闘は双方に被害を与え、痛み分けとなりました。その後、横浜で３
回の和平交渉を経て講和が成立。この時に両者の思惑が一致し、協力関係を築いたこと
で英国留学生派遣に繋がり、幕末の政局にも大きな影響を及ぼすことになります。

参照：「薩藩海軍史中」　記念館スタッフ　南川　浩幸

～青パト隊へ燃油助成金を交付！～

～「だれでもカルタ」をデイサービス施設に寄贈！～

　２月18日、市内の青パト隊の活動を支援するため、青パ
ト車両の燃油代の一助として、いちき串木野地区防犯協会か
ら助成金が交付されました。
　現在市内では、９団体、隊員140名、車両49台で活動し
ていただいており、今回は、川上、生福、羽島、旭、串中、
警友会の６青パト隊の隊長（会長）が出席し、防犯協会長の中
屋市長から交付されました。会長からは、地域の安心・安全
のために献身的に活動していただいていることに、感謝と労
いの挨拶がありました。

　“うそ電話詐欺”被害が絶えず、特に65歳以上の方の被害額が全体の
85％と、高齢者の被害が深刻な状況の中、“うそ電話詐欺被害防止”啓発用
として「だれでもカルタ」を作成した鹿児島大学教育学部の石橋愛架准教
授の研究室から、本防犯協会に同カルタを無償提供していただきました。
　カルタは、楽しみながら“うそ電話詐欺被害防止”を学べる内容となって
いることから、高齢者の“うそ電話詐欺被害防止”の一助になればと、カル
タを市内のデイサービス施設に寄贈しました。

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
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巡回日 ステーション 到着時間

12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

13：55
14：30
15：05
15：50

13日 （水）
ウッドタウン
八久保公園（麓）
酔之尾東団地

13：40
14：20
14：55

15日 （金） ひばりが丘団地 14：15

21日 （木）
中組集落センター
迫公民館
川南交流センター

13：55
14：30
15：10

28日 （木）
県営橋ノ口住宅
県営市来住宅
市来駅前

13：40
14：15
14：50

◆４月のおはなし会
　�本館
　　９日、23日（土）　15：00～（30分程）
　　ひよこ絵本　３日（日）　11：00～（20～30分程）
　　　　　　　　（乳幼児向けおはなし会）
　�市来分館
　　２日、16日（土）　11：00～（30分程）

◆図書の返却・住所変更届出のお願い
　進学や就職で引越しのシーズンですが、図書の返却や
住所変更の届出はお済みでしょうか？
　返し忘れの図書の返却はお早目にお願いします。
　閉館中でも、串木野本館入口のポストに本の返却がで
きますのでご利用ください。また、住所の変更等の際
は、運転免許証などの身分証明書をお持ちください。

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】

『古道具おもかげ屋』

田牧　大和 /著
ポプラ社

　猫だらけの古道具屋「お
もかげ屋」。変わり者の店
主・柚之助は、古道具にま
つわる困りごとを解決して
くれると噂。「古道具」を通
して、そこに詰まった人の
想いを解き明かす柚之助だ
が、どうやら彼自身も捜し
ている古道具があるようで
――

児童図書
【本館】

『博物館の少女
怪異研究事始め』
富安　陽子 /著
偕成社

　運命に導かれ、文明開化
の東京にやってきた少女イ
カルは、上野の博物館の古
蔵で怪異の研究をしている
老人の手伝いをすることに
なる。
　日本に誕生して間もない
博物館を舞台に、謎が謎を
呼ぶ事件を描くミステリア
スな長篇。

一般図書
【分館】

『満月珈琲店の星詠み
ライオンズゲートの奇跡』

望月　麻衣 /著
文藝春秋

　八月の新月、マスターの
もとに海王星の遣いサラが
訪れた。特別に満月珈琲店
を手伝うという。人に夢を
与えるサラが動くと、気後
れして母に会えずにいた沙
月、自分の気持ちを蔑ろに
してきた藤子、才能の限界
を感じた作家の二季草、彼
らの心の扉が開く。

児童図書
【分館】

『アブナイこうえん』

山本　孝 /作
ほるぷ出版

　「われわれは惑星バナス
へと飛び立つ！」いつもの
５人組は、地球を救うため
ロケットに乗りこみ宇宙ス
テーションへ。ほうかごス
ペシャル探検隊のモウソウ
はついに宇宙に。そして惑
星バナスで待ち受けていた
ものとは！？
山本孝渾身の妄想絵本！

本ひより本ひより

◆４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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