
まちまちのの　  　  題題話話

　12 月 15 日、認知症カフェかたいもんそ会へ生命
保険協会より寄付金の贈呈がありました。
　世話役の光瀬さんを中心に平成 24 年から 10 年間、
認知症の方本人やご家族の支援のために「かたいも
んそ会」の活動を続けてこられたこと、県内の認知症
カフェの草分け的な存在として活動していることに対
し、県社会福祉協議会から推薦され、今後の活動のた
めにと寄付を受けました。

　12 月 21 日、セブンイレブン串木野インター店店
員の黒木琳さん、前屋彩さんにいちき串木野警察署長
から感謝状が贈呈されました。
　黒木さんは、11 月 12 日に、前屋さんは、12 月４
日に、来店客が高額のプリペイドカードを購入しよう
としたため、購入理由を確認したところ「電話の相手
から購入するように言われた」と答えたことからうそ
電話詐欺を確信し、カードの購入を思いとどまらせ、
警察に通報し、被害を未然に防止しました。
　セブンイレブン串木野インター店では、日頃から防
犯意識を高めていて、お二人は、「今後も身近なとこ
ろで地域を守りたい」と話してくれました。

かたいもんそ会へ寄付金の贈呈

黄綬褒章を受章うそ電話詐欺被害の未然防止

　いちごハウス木場の木場俊行さんが、秋の褒章にお
いて黄綬褒章を受章されました。
　黄綬褒章は天皇から授与される栄典の一つで、農
業、商業、工業等の業務に精励し、他の模範となるよ
うな技術や事績を有する方に授与されます。
　木場さんは、川南地区を中心に農業振興へ貢献され
ているほか、指導農業士として地域の後継者育成など
に取り組んでおられ、これまでの実績を称えられまし
た。
　受章おめでとうございます。

いちご観光農園オープン

　12 月 15 日、「いちご」にかけて、大里の「いちご
ハウス木場」が、本格的ないちごの観光農園シーズン
を前に、県内でも一足早くオープンし、開園式が行わ
れました。
　開園式に参加した神村学園附属幼稚園の園児たちが
早速、いちご狩りを体験し、自分で採ったいちごを口
いっぱいに頬張り、美味しさを味わっていました。
　 な お、「 い ち ご
ハウス木場」では、
いちご狩りを５月
上旬頃まで楽しむ
ことができます。
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　12 月 11 日、恵比須町
で恒例の包丁研ぎのイベ
ントが行われました。
　町内の農家さんの野菜
販売や大盛況の焼き芋の
ふるまいも行われ、多く
の住民が訪れました。

　12 月 18 日、 鹿 児 島
市が主催する「いちき串
木野市で食を楽しむバスツアー」が実施されました。
　同市在住の参加者 17 名は、大里の観光農園でいち
ご狩りを体験し、甘く爽やかな香りと、真っ赤に色づ
いた摘みたてのいちごの味わいを楽しみました。
　また、初雪が降り積もる冠岳の鎮國寺では、「薬膳
弁当」をいただいた後、住職から姿勢や呼吸の作法を
教わり、しんと静かな御堂で座禅を体験する非日常の
特別な時間を過ごしました。
　鹿児島市と本市は、資源を活かした観光力の強化を
図るため、グリーンツーリズムの推進に連携して取り
組んでいます。今後も、様々な機会を捉え、本市の魅
力を発信します。

Ｂ＆Ｇクリスマス会

台湾でいちき串木野産品フェアを開催

恵比須町で包丁研ぎ

グリーンツーリズム日帰り体験を受入

　12 月 18 日、B ＆ G 海洋センターで、クリスマス
会が開催されました。
　参加した約 60 名の子どもたちは、レクリエーショ
ン等を楽しみ、サンタクロースからの一足早いプレゼ
ントを受け取り喜んでいました。

　12 月 10 日、台湾桃園市のレストランで、市の海外販路開
拓事業として、本市産品を紹介するフェアを開催しました。
市内５事業者が、水産加工品やコーヒー、フルーツティーな
どを出品し、約 40 名の来場者がありました。
　どの商品も好評でしたが、台湾では特に商品が持つストー
リーが重視される傾向にあり、本市の食材が誇る歴史やエピ

ソードについて、高い関心を持たれたようでした。市では引き続き、食のまちづくりの一環として、海外での販
路開拓に向けた取組を進めていきます。

本格キムチづくりワークショップ

　12 月 17 日、観音ヶ池市民の森で「地元の豊かな
暮らし」をテーマに、発酵料理研究家の塩田亜耶子氏
を講師に迎え、本格キムチづくりワークショップを開
催しました。
　21 名の参加者は、和やかな雰囲気の中、熱心に発
酵食の魅力を学び、本場の唐辛子を使ったキムチづく
りを楽しむ豊かな時間を過ごしていました。
　今後も、様々なカルチャーに触れて日常を豊かにす
る機会を提案します。
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令和４年度いちき串木野市
スポーツ少年団本部旗争奪ソフトボール大会

第10回串木野地域弓道大会

　11 月 23 日、令和４年度いちき串木野市スポーツ
少年団本部旗争奪ソフトボール大会が開催され、熱戦
が繰り広げられました。
【Ａ級】
○優　勝　　生福ソフトボールスポーツ少年団
○準優勝　　いちきソフトボールスポーツ少年団
【Ｂ級】
○優　勝　　汐見ソフトボールスポーツ少年団

　12 月 10 日、第 10 回串木野地域弓道大会が開催
されました。小雪の降る中で、参加者による競射が繰
り広げられました。
○中学生の部
　第１位　冨永　瑛心（串木野中）
　第２位　沖野　靖生（串木野中）
　第３位　坂口　明日香（串木野中）
○高校生の部
　第１位　塚元　華音（神村学園高等部）
　第２位　吉田　直輝（神村学園高等部）
　第３位　岡田　康照（神村学園高等部）
○一般の部
　第１位　橋口　聖也
　第２位　橋口　誠
　第３位　野澤　貴子

　12 月 2 日、羽島小学校で、劇団うりんこによる公
演が行われ、「小学校は宇宙ステーション」が上演さ
れました。
　また、12 月 16 日には、法村友井バレエ団による
公演が市来中学校で行われ、「白鳥の湖」や「くるみ
割り人形」などが披露されました。
　大がかりな舞台セットや迫力のある演技を間近に鑑
賞し、また子どもたちが参加する一幕もあり、一流の
芸術に触れる貴重な機会となりました。

　12 月 3 日、本市市民文化センターで、鹿児島地区
子ども会大会、指導者・育成者研修会が開催され、本
市と日置市から 240 名の児童生徒等が参加しました。
　荒川太鼓のオープニングで始まり、ジュニアリー
ダー、野平地区・川上地区子ども会活動、日置市体験
活動の発表があり、創作活動では、年輪ネックレスを
作りました。
　また、指導者・育成者研修会では、県人権同和対策
課の常深透氏の講演も行われました。

文化芸術による子供育成推進事業

鹿児島地区子ども会大会、
指導者・育成者研修会の開催

市来中（バレエ）

羽島中（演劇）
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マジックショー in 市来幼稚園
市来幼稚園

市来小学校３年生との交流

　12 月 19 日、海江田電機（株）が地域貢献活動の
一環として、市来幼稚園でマジシャンによるマジック
ショーを開催しました。
　園児は、次々と出てくる傘や、飛び出す鳩に驚きな
がら楽しんでいました。
　温かい御厚意ありがとうございました。

　11 月 22 日、市来小学校の体育館で、市来幼稚園
の年長・年中児と市来小学校３年生が交流活動を行い
ました。
　小学生たちが準備してくれたボウリングや魚釣り、
輪投げなどで一緒に楽しく遊んで、園児たちは交流を
深めました。
　年長児は小学生から「来年待っているからね」と声
をかけてもらって、とても喜んでいました。

飲酒運転撲滅運動、交通安全レター作戦

　年末年始の交通事故防止運動の一環として、毎年飲酒運転撲滅運動を展開
しています。今年度は市内の小学生に、交通事故防止のメッセージを書いて
もらい、交通安全協会女性部がストラップにして酒販店や自動車販売店に配
布しました。
　また、交通安全協会青年部の活動として、交通安全メッセージを書いた三
角ＰＯＰを作成し、児童の保護者へ車の安全運転を願うレター作戦として、
送りました。

元気いきいきフェスタ 2022（保健福祉大会）
　11 月 22 日、市民文化センターで「元気いきい
きフェスタ 2022（保健福祉大会）」が開催され、
約 200 名の参加がありました。
　オープニングセレモニーでは、照島保育園児が、
かわいいお遊戯や合唱を披露。その後、保健福祉
関係の表彰や金婚者のお祝い、高齢者クラブ会員
等の踊りや唄が披露されました。
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第17回いちき串木野市ロードレース大会
　12 月 18 日、串木野新港で第 17 回いちき串木野市ロードレース大会が、２月に行われる県下一周駅伝競走大
会の日置地区選手選考会も兼ねて開催されました。
　本市の主な成績は、次のとおりです。（敬称略）
●小学校１～４年生男子の部（1.5km）
　１位　祐下　達樹　串木野西陸上４年 ５分 27 秒
　２位　福田　兼士　串木野小４年 ５分 33 秒
●小学校１～４年生女子の部（1.5km）
　４位　宇野　笑鈴　串木野西陸上４年 ６分 20 秒
　６位　船越　悠姫　照島 FUN＆RUN３年 ６分 25 秒
●小学校５～６年生男子の部（1.5km）
　１位　西川　友稀　串木野西陸上６年 ５分 16 秒
　５位　益満　翔太　串木野西陸上６年 ５分 28 秒
●小学校５～６年生女子の部（1.5km）
　１位　橋口　心華　串木野西陸上６年 ５分 37 秒
　３位　満留　瑠菜　串木野西陸上５年 ５分 44 秒
●中学校男子の部（3.0km）
　６位　仮屋　玲　　串木野西陸上３年 10 分 31 秒
　21位　楮山　大和　生冠中１年 12 分 01 秒
●中学校女子の部（3.0km）
　５位　大迫　希空　串木野西陸上２年 11 分 38 秒
　６位　勝田　乙葉　串木野西陸上２年 11 分 43 秒
●一般男子 60 歳以上の部（3.0km）
　１位　西別府　浩明 いちき串木野市 11 分 38 秒

第 63 回南日本 10km ロードレース日置地区大会
（県下一周駅伝競走大会日置地区選手選考会）

１位 大六野　凜
 鹿児島城西高３年　　29 分 50 秒
28 位　屋久　　楓
 いちき串木野市役所　32 分 25 秒
30 位　吉村　健人
　　　  いちき串木野市役所　32 分 37 秒
31 位 勝田　聖也
 鹿児島工業高２年　　32 分 41 秒
40 位 堀切　颯真
 鹿児島高２年　　　　33 分 36 秒
47 位 鍋倉　大悠
 樟南高３年　　　　　34 分 19 秒
上記の選手が第 70 回鹿児島県下一周市郡対抗駅
伝競走大会日置チーム候補選手となります。

　11 月 29 日、かごしま県民交流センターにて令和
４年度鹿児島県職業能力開発促進大会が開催され、亀
﨑洋一郎さん（亀﨑染工（有））と小屋一美さん（テー
ラーコヤ）が長年の功績や技能を評価され、令和４年
度優秀技能者等表彰（知事表彰）を受賞されました。
　12 月 6 日には受賞の報告のため表敬訪問され、市
長から長年の功績へのねぎらいやお祝いの言葉をかけ
られていました。

令和４年度
優秀技能者等表彰（知事表彰）

「ワクワク人財発掘プロジェクト」
合同企業説明会

　11 月 26 日、いちきアクアホールでいちき串木野
商工会議所青年部主催「ワクワク人材発掘プロジェク
ト」合同企業説明会が開催されました。
　市内事業所 23 社が参加し、求職者へ仕事内容の説
明などを行いました。
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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

　あけましておめでとうございます！雪が降ったりあられが降ったり虹がかかったり
と、忙しない天気が続きますね。私も師走からころころと色々な動画を編集していま
す。本日はその中の一つ、昨年のクリスマスイブに行った「いちき串木野こども大学
2022 冬休み」をご紹介します。今回のこども大学では、多様性ワークショップや留学生との異文化交流
を通して、子どもたちは多文化共生の大切さについて学びました。イルミネーション、クリスマスプレゼ
ント、本格的なクリスマスのごちそうも登場します。右下の二次元コードより、ぜひぜひご覧ください。
　ところで 2023 年は、ミッションである国際交流・多文化共生の推進、イラスト・動画による情報発信
に加えて、新しいイベント、新しいアートにも取り組んでいきたいと思います♪今年も色々なことにチャ
レンジしながら、いちき串木野市を盛り上げていきたいと思います。まだまだ寒い季節が続くので、皆さ
んも暖かくしてお過ごしください。

No.16おれんじコーナーおれんじコーナー

“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。

＊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

　安心のお守り　　　　　　
　本市には、認知症により行方不明になる心配の
ある方を「地域の見守りや支援」で、本人もご家
族も安心して生活できるように “徘徊・見守りＳ
ＯＳネットワーク” という仕組みがあります。
　今回、「家族の負担を減らしたい」「少しでも早
く発見に繋がってほしい」という思いで、アプリ
をインストールするだけで行方不明者の早期発見
につながる “みまもりタグ” を導入しました。こ
れにより、家族や地域で認知症について理解を深
め “認知症でも暮らしやすい地域” をつくること
を目的としています。あなたも、地域を支えるボ
ランティアをしませんか？詳細は、11月 21日号
の広報紙または市のホームページをご覧ください。

　市役所周辺で、アプ
リを入れている人が 4
か所に待機して、タグ
を持った人が歩いてみ
ました。
　図のように、赤の●
でタグが反応したこと
がわかり、おおよその
行き先が分かります。
　アプリを入れている
人が増えることで、認
知症でも安心して歩く
ことのできる地域にな
るといいです。

模擬訓練をしました

今までは家族だけで支えないとと
いう思いがあったけど、地域にも
支えてもらえるという安心感があ
ります。

～実際に利用している方のご家族の声～

こんにちは！認知症地域支援推進員の逆瀬川です。
今回は “みまもりタグ” について紹介します。

みまもりタグとは？
詳細やインストール

はこちら➡

後藤香音

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
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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

　11月 23日、鹿児島労働局の方を講師に招き、
市内事業者を対象にイクボス入門講座を開催しま
した。
　本市では昨年５月に市長がイクボス宣言を行っ
ており、安心して子どもを産み育てられるまちづ
くりを推進しています。
　参加した事業者の方々は、イクボス宣言がもた
らすメリットや職場環境の整備について理解を深
めました。
　また、別室では子育て世代のパパ向けの「乳児
とパパのふれ愛講座」を同時開催しました。

　11 月 24 日、市防災センター会議室にて優良
勤労青少年表彰が行われました。
　受賞者は市内事業所に 5年以上勤務され、勤務
成績優秀また他の模範になる方で、市長から感謝
状と記念品を、また、市地域女性団体連絡協議会
から記念品を贈呈しました。
●受賞者一覧
・有限会社勘場蒲鉾店　　　田頭　貴郁　さん
・日高水産加工有限会社　　東田　裕作　さん
・社会福祉法人慈昂会　　　宝満　大伍　さん
・社会福祉法人照島保育園　永田　博香　さん
・　　　　　　〃　　　　　中須　たまみ　さん
・　　　　　　〃　　　　　前田　麻里花　さん
・社会福祉法人太陽保育園　東　茉梨　さん
・　　　　　　〃　　　　　吉尾　茜　さん
・濵田酒造株式会社　　　　久保　勇介　さん
・　　　　　　〃　　　　　坂口　挙士郎　さん
・薩州濵田屋株式会社　　　日置　繕乃　さん
・薩摩金山蔵株式会社　　　白石　美穂　さん

イクボス入門講座
水産商工課（☎33-5638）

優良勤労青少年表彰
水産商工課（☎33-5638）

市長の主な動き（12月）
※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（木） 県市町村総合事務組合定例会（鹿児島市）

4（日） 全鹿児島あんざんコンクール（いちきアクアホー
ル）

5（月） 木場俊行氏黄綬褒章受章伝達式（市長室）
6（火） 優秀技能者等表彰（知事表彰）市長表敬（市長室）

8（木）・南さつま市副市長来庁（市長室）
・市議会（一般質問）

9（金）・年末年始特別警戒出発式
・市議会（一般質問）

12（月）神村学園全国大会出場壮行会
15（木）イチゴ狩り開園式

16（金）
・衛生処理組合議会全員協議会
・衛生処理組合議会本会議
・県観光誘致促進協議会合同研修会（鹿児島市）

日にち 内　容
17（土）おせんしの楽芸会
20（火）甑島商船株主総会（薩摩川内市）
22（木）市議会（最終本会議）
24（土）いちき串木野こども大学（上名交流センター）
25（日）全国高校女子駅伝神村学園応援（京都市）

28（水）
・衛生処理組合仕事納め式
・仕事納め式
・消防出初式リハーサル

30（金）深田神社除夜祭
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CIVIC  NEWSCIVIC  NEWS

人権擁護委員による人権教室
市民生活課（☎33-5612）

　人権週間（12/ ４～ 10）に合わせて本市の人権
擁護委員による人権教室が市内の小中学校６校で
実施されました。それぞれのテーマの啓発DVD視
聴を通して「自分の人権が大切なように、他人の
人権も大切」などのメッセージを届けました。

生福小校内人権標語表彰（各家庭より）
１年和田家　和田菫鈴さん
「�みんなちがっていいんだよ、それぞれきもちはある
んだよ」
６・４年山下家　山下愛夢瑠・美龍さん
「差しのべる　勇気と優しさ　あなたの手」

【生福小学校】

【羽島中学校】

【人権擁護委員さんより】

～低学年
「やさしい心」「いのちや自然の大切
さ」「反省する心」について～
＜感想発表＞　
・�今まで人権がよくわからなかったけ
ど、よくわかった
・�大事なものをあげることがすごいと
思った（やさしい心に気付いた）

～高学年
「スマホ・ケータイ教室」について～
＜感想発表＞　
・�悪口は心に残るから書いたりしては
いけない
・�自分がされて嫌なことはしない。相
手の気持ちを考える
・�ケータイのマナーを守って、人の気
持ちを考えて使う

～全校生徒「いじめ」「障がい者との共生」について～
＜感想文より＞
・�人はみんな違って、それぞれの価値観があって尊重することは大事だと思う
・「人権」とは幸せに生きていく権利と聞いて、なるほどと感じた
・�障がいの有無にかかわらず、全てのひとが助け合い、共に生きていく社会の一
員としてできることを、勇気をもってやっていきたい
・�近くで手話通訳を見て感動した。手話に興味があるので勉強したいと思った

どこの学校も真剣に取り組む子どもたちの姿が印象的でした。私たちの体の心配までしてくれるやさし
い子どもたちばかりでした。悩みや困っていることなどあれば SOS ミニレターやこどもの人権 110 番�
（☎ 0120-007-110）などを利用して、一人で抱え込まないで相談してほしいです。

〔 広 告 〕

期間：２月１日（水）～売切れ次第終了
場所：こだわりとんかつ味工房みその店内直販所

出品企業　計６種類出品

未来あるいちき串木野市民の皆様へ感謝を込めて

挑戦！！ ～鹿児島を餃子で日本一に～

アルバイト様・パート様大募集『未来あるいちき串木野市』で共に元気に働きませんか
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）
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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

「長沢鼎直筆の雑記帳」

令和５年１月号
まちづくり防災課
（☎33-5631）

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

展示
資料紹介
vol.11

　最年少 13歳で英国へ留学した長沢鼎。その後米国へ移住すると、ワイン醸造に人生を捧げ、後に「葡
萄王」と称され、カリフォルニアワインの礎を築きました。
　しかしながら、成功への道は容易ではなく、若き日の彼は
深い苦悩を抱えていました。1867 年、15 歳の長沢は留学を
続けるため、他の５名の留学生とともに宗教家ハリスを頼り英
国から米国へ渡りました。そこでは、厳しい労働に従事しなが
ら、勉強に全力を尽くす日々を送ります。他の留学生達がハリ
スのもとを離れる中、長沢だけはハリスのもとに残ります。
　当館の２階には、長沢が 17歳の頃に書いた雑記帳が展示さ
れています。書きなぐられた右項には Prison（監獄）が 15か
所、Egypt（エジプト）が 6か所書かれています。自身が置か
れた状況をモーゼがエジプトからユダヤ人を脱出させた旧約聖
書の「出エジプト記」に重ねたのかもしれません。この頃日本
では、明治政府が誕生し、羽島から共に船出した学友たちは日本のためにそれぞれの道を歩んでいまし
た。そんな彼らの活躍と自身の行動を比較し、恩人ハリスのもとに残るべきか、それとも帰国するべき
か思い悩み、長沢の心はひどく揺れていました。この雑記帳にぶつけた悲痛な文字からは、人知れぬ嵐
に抗う孤独で繊細な青年の姿がひしひしと伝わってきます。

　　　記念館スタッフ　内匠　さやか

～新年明けましておめでとうございます～
　平素より、地域安全活動にご理解・ご協力を賜り、深く感謝申し上げます。
　本年も、警察署、防犯ボランティア、関係機関と連携を密に取りながら「犯罪のない、安全で安心な
まちづくり」に取り組んでまいります。
　皆様には、できる時に、できることから防犯活動に心掛けるなど、地域ぐるみの防犯活動にご理解、
ご協力をお願いします。
　いちき串木野地区防犯協会長　中屋謙治　　いちき串木野警察署長　福丸竜市

　12 月 15 日、年金支給日に合わせて、警察署やボラン
ティアの皆さんが一緒になり、市内金融機関の店舗前で「う
そ電話詐欺被害防止」啓発用チラシ入りグッズを配りなが
ら、うそ電話被害への注意を呼びかけるキャンペーンを実
施しました。
　本市でも、市役所職員等を名乗るうそ電話事案が発生し
ています。年末年始の慌ただしさに乗じての還付金詐欺や
架空請求等の電話やメールに、なお一層の注意を呼びかけ
ました。

～うそ電話詐欺被害防止キャンペーンを実施！～
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本ひより本ひより

巡回日 ステーション 到着時間

７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

８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

９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

10日 （金） ひばりが丘団地 14：15

24日 （金）
県営橋ノ口住宅
県営市来住宅
市来駅前

13：40
14：15
14：50

２月のおはなし会
　 本館
　　11日（土）、25日（土）15：00～（30分程）
　・ひよこ絵本（乳幼児向けおはなし会）
　　５日（日）11：00～（20～ 30分程）
　 市来分館
　　４日（土）、18日（土）11：00～（30分程）

２/20（月）は職員研修及び消防訓練に伴い
臨時休館となります。
　休館日の本の返却は返却ポストのご利用をお願い
します。市来分館の返却ポストは、アクアホールの
開館時のみになります。
※�ＤＶＤの返却は、損傷しやすいので、図書館開館

時に、直接カウンターにお返しください。

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】

『君といた日の続き』

辻堂�ゆめ　著
新潮社

　リモートワークを言い訳
に引きこもっていた僕は、
雨上がりのある日、ずぶ濡
れの女の子を拾った。タイ
ムスリップしてきたらしい
彼女は、僕の大切な人の命
を奪った事件に関係してい
るのか…?

『家裁調査官・
庵原かのん』

乃南�アサ　著
新潮社

　庵原かのんは、福岡家裁
北九州支部の少年係調査
官。罪を犯した少年少女や
親たちとの面会を繰り返す
中で、やがて彼女は厳しい
家庭の事情や社会の現実に
直面し…。

児童図書
【本館】

『バンピー』

いとう�みく　著
静山社

　母を病で亡くし、頼りの
父は５か月前から行方不
明。３人の妹たちの面倒を
見ながら学校に通う高２の
成。ある日、近所のスー
パーから妹が万引きしたと
いう連絡がくるが…。「朝
日中高生新聞」連載。

一般図書
【分館】

児童図書
【分館】

『みかんくんがね…』

とよた�かずひこ
作・絵
童心社

　みかん箱の中でひとり
ぼっちのみかんくん。「よ
し、おいらのいいばしょ、
さがしにいこう」と、箱を
とびだしました。でもいい
場所を見つけられなくて泣
いていると…。ごはんの時
間が楽しくなる絵本。

◆２月の移動図書館車巡回日程

～23日は子どもといっしょに読書の日～
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〔 広 告 〕

No.

3データで見る「いちき串木野市の男女共同参画」
　本市では、令和４年度に策定する「第４次いちき串木野市男女共同参画基本計画」の基礎資料とするため、
市民の皆さまに男女共同参画に関するアンケート調査の協力をお願いしました。その結果概要について、
シリーズで紹介します。報告書（全体版）は、市ホームページでご覧いただけます。

●調査対象　市在住の 18歳以上の男女 2,000 名　　　　　�●調査期間　７月 26日～８月 12日
●調査方法　郵送による配布、回収（インターネット含む）　●回収状況　750（回収率�37.5％）
※集計結果は、端数処理の関係上、構成比（％）の合計が 100％にならない場合があります。

3就業について
　「職場における性別による処遇の差の有無」について、女性の約２割、男性の約４割が「差があると思
う」と回答しています。「処遇の差の具体的な内容」については、「賃金に差がある」との回答が約６割
を占め、「昇進、昇格に差がある」や「能力を正当に評価しない」との回答が約４割となっています。
　就業は生活の経済的基盤であるとともに、自己実現につながるものです。そのため、働きたい人が性
別に関わりなくその能力を十分に発揮できる就業環境の整備が不可欠となります。

【処遇の差の有無】

【処遇の差の具体的な内容】
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