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三年ぶりの生涯学習大会開催

～　笑顔ころがる『ころばん体操』　～

社会教育課（☎21-5128）

地域包括支援センター（☎33-5644）

　２月５日、市民文化センターで、日置地区生涯
学習推進大会・いちき串木野市生涯学習大会が開
催されました。
　羽島地区を中心に活動されている創作太鼓衆琉
芯華の皆さんによる気迫と調和の音が響いたオー
プニングで始まり、社会教育関係功労者の表彰や
生涯学習への取り組み団体による学習成果の発表
などが行われました。
　また、後半には市来農芸高等学校の生徒による

「伝われ！私たちの青春」と題した活動発表とあ
わせ高校生町内会長で話題の金子陽飛さんとの対
談があり、これま
での体験をもとに
した大変興味深い
お話に、会場の皆
さんは聞き入って
いました。

　市内 93 か所で、筋力アップや元気度アップのために住民主体の通いの場「ころばん体操」を実施してい
ます。コロナ禍の中、現在も各公民館等で感染予防対策を行いながら、週 1 回程度の活動を続けています。

ころばん体操は、随時参加者募集中です！
年齢制限はありません！地域包括支援センター
までご相談ください！

ころばん体操は、腕や足の筋肉を中心に
全身が鍛えられ、脳も活性化される体操です。

◎いちき串木野市社会教育関係表彰
【団体】
●芸術文化部門
　いちき串木野市音楽のつどい実行委員会
　羽島史跡顕彰会

【個人】（敬称略）
●社会教育部門
　久木山　純広　清水　洋一
　丸田　勝
●社会体育部門
　宇都口　清隆　大迫　秀人
　中尾　重美　　西上原　俊郎
●芸術文化部門
　有村　育雄　　中屋　幸男
　平川　香代子

※ころばん体操の動画配信中！
　右の二次元コードからぜひご視聴ください！

中組公民館の
ころばん体操のご様子

感染予防対策や
体温測定も
バッチリ！

活動写真を壁新聞にして、公民館に
掲示し、地域の方と交流できる楽し
みや体を動かすことの大切さを実感
しながら、ころばん体操活動に励ん
でくださっています！
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ダスキンフランチャイズチェーン加盟店 お掃除用品・お掃除サービス

鹿児島県いちき串木野市昭和通148
TEL:0996-32-4515      

ダスキン昭和通支店
　（有）　ウチムラ

私たちと一緒にお仕事しませんか？

スタッフ募集中！

お気軽にお問い合わせください

数量限定！！
サクラの香りの
ツリーコロン

いちき串木野電力 0996－33－6000

市内公民館・契約するだけで

毎年5,000円寄付!

手続きかんたん!

〔広告〕

～会員登録しませんか？～
いちき串木野市ファミリーサポートセンター

子どもみらい課（☎33-5618）

ファミリーサポートセンターとは、地域で子育てをサポートする組織です。
　子育てのお手伝いをしてほしい人（依頼会員）と子育てを応援したい人（提供会員）をつなげ、子育て
を頑張る皆さんを応援します。

☆提供会員大募集☆
　子育てを手伝いたい。空いた時
間で誰かの役に立ちたいという
方、大歓迎です。

●申込・問合せ
　子どもみらい課　☎ 33-5618

●子育て中のこんなときに。
 ・ 保育園、幼稚園、小学校

終了後の子どもの預かり。
 ・通園・塾や習い事の送迎。
 ・ リフレッシュ（美容院・

買物）したいママのサ
ポート。

会員になるには
決められた講習を受けて
いただく必要があります。

申込をお願いします。

●会員登録が必要です。
 ・ 依頼会員（援助を受けたい方） 

市内在住の生後３か月以上の乳幼児から小学
生までの子を養育している方。

 ・ 提供会員（援助を行っていただく方） 
市内在住の 20 歳以上で、心身ともに健康で
子育て支援に意欲のある方。

　※両方の会員になれます。

●有償のボランティア活動です。
 ・月～金　７：00 ～ 19：00　30 分　300 円
 ・土、日、祝日　　　　　　　 30 分　350 円
※ 2 人目からは半額

～会員講習会の開催～
●期　　日　３月７日（火）
●場　　所　市来保健センター
●申込期限　３月２日（木）

※ 依頼会員希望の方は１の講習だけです。お子さんを連れてご参加ください。

時　間 講習内容

１ 10：00 ～ 12：00 ファミリーサポートセンターのしくみ
子どもの育ちと遊び

12：00 ～ 13：30 ～昼食休憩～
２ 13：30 ～ 14：30 応急手当指導及び AED の扱い
３ 14：30 ～ 15：30 子どもの発達と健康
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一部の手続きは

面談が必要であ

り、来庁していた

だかないといけ

ない場合があり

ますので、必ず申

請す 続

認

●妊娠の届出 

●要介護・要支援認定 

●保育所の入所申請 

手続に必要な情報が一覧で表示！ 

⇒添付書類の不足や間違いが減って、 

申請手続きもスマートに！ 

申請書の作成もパソコン・スマホで OK 

介護 

介護 

●かんたん検索 ●オンライン申請

る際は手

き概要をご確

ください。 
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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

2023． ． sun /          / 10：00 OPEN /  駐⾞場有 ／ スタンプラリー 

春のリトリートマルシェ
美 容 と 癒 し の 体 験 を 身 近 な 場 所 で

3 5 上名交流センター
いちき串⽊野市上名2455

P

出店者情報
Rei salon（メイク）／ リラクゼーションサロン スマイル（マッサージ）／ ⽿ツボサロンLUPO（⽿ツボ）／ ⼩島美幸（セルフコンディショニング）

studio hananchi（ピラティス）／針衛⾨（ヘアアクセサリー作り）／ ふぉともる（フォトブース）／ 季楽館（サワーポメロ）
Le Ciel Fusée（アロマとオリジナルブレンドティー） ／Funplace Chaki（⼩物・洋服・雑貨等）／Botanical green(ドライフラワー)

CAFÉ 燦SUN（お弁当・その他）／ ONE LOVE（リフレッシュ弁当・お菓⼦）／ 発酵⾷Lab（発酵ビビンバ丼・味噌⽟）／ その他

事前予約や詳細確認について 

①フォーム⼊⼒
申し込みと詳細

②Instagram
申込み・詳細・問い合わせ

③メールにて

kosodate.ichikikushikino@gmail.com@ichikikushikino_kyoryokutai

申し込み・問い合わせ

（QRコードをカメラで読み込む）

https://photomoru.com/ichikikushikinoshi_event02/

体験の事前予約可 /  

（二次元コードをカメラで読み込む）

申込・詳細 申込・詳細・問合せ 申込・問合せ

No.17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

認知症疾患医療センターとは？
　「認知症疾患医療センター」とは、認知症に関する詳し
い診断や症状への対応、相談などを行う認知症専門の医
療機関です。関係機関やかかりつけ医と連携をはかり、
治療や介護が円滑に行われるよう支援もしてくれます。
　認知症かなと思った際、CT・MRI を含めた詳しい検査
を行うことで、何が原因で物忘れ等の症状が起こってい
るのかが分かります。
　認知症は、脳のどの部分が障害されているかによって
症状や進行の仕方が違い、原因や今後の見通しがつくこ
とで、本人がこれからどのように過ごしたいか、家族は
どのようにサポートしていったらいいかなど考える時間
や余裕も出てくるかもしれません。
　どうしようもなくて困った時にではなく、物忘れが気
になった人が少しでもその人らしく過ごせる時間を有意
義にするために、詳しい検査を受けることは有効なこと
です。

鑑別診断について気になること
がある場合は包括支援センター
へお問い合わせください。

原島佑果

今後について
関係機関との連絡調整、臨床心理士からアドバイス

診察
診断、今後の治療方針や服薬について

受診
検査（頭部CT、心理検査など）

予約
受診したい病院に直接電話

こんにちは！認知症地域支援推進員の逆瀬川です。
今回は “認知症疾患医療センター” について紹介します。 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

鑑別診断の流れ

周辺の認知症疾患医療センター
（地域型センター）
・谷山病院　・パールランド病院
・宮之城病院　など

若年性認知症が疑われ
る方や、鑑別困難な方
は、「基幹型認知症疾患
医療センター」（鹿児島
大学病院）への紹介と
なる場合があります。
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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

団長　新納久脩

令和５年２月号
まちづくり防災課
（☎33-5631）

●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

　今回から改めて薩摩スチューデントをご紹介していきます。
　まず初めに、新納久

ひさのぶ

脩です。新納は、天保 3年（1832 年）、新納久
ひさのり

仰の息子とし
て現在の鹿児島市西千石町に生まれます。新納家は島津庶家の名家で、島津家を成
敗にきた豊臣秀吉の軍と渡り合った新納忠元は祖先になります。
　32 歳の時、石垣鋭之助という変名を与えられ団長として留学生らとともに英国
に渡ります。渡英後は、五代友厚らと共に紡績機械の購入や技師の雇い入れ等に尽
力します。また、フランスやベルギーにも渡り、貿易会社設立やパリ万博への参加
等に奔走します。帰国すると 11歳だった息子の竹之助をフランスに留学させます。維新後、大目付と
して藩政改革に尽力し、明治９年七等判事、東京裁判所詰め、大審院、名古屋・函館の裁判所を廻り、
内務省御用掛となります。明治 18年に奄美大島支庁長となり、負債に苦しんでいた島民の為に黒糖流
通改革や教育に力を入れ、大島紬織物業振興に尽力しますが、翌年、突然免職されます。新納の改革を
よく思わなかった鹿児島商人たちが働きかけた結果でした。正七位の位階も一切取り上げられ、明治 22
年窮迫のうちに 58歳で没します。

　　　記念館スタッフ　峯元　雅代

～「110 番の日」キャンペーンを展開！～
　1 月 5 日と 10 日にえびす市場及びＡコープ串木野店で「110 番
の日」キャンペーンが実施され、市来駐在所・駅前交番連絡協議会
会員及び署員が来店者に「110 番」の正しい使い方を呼び掛けまし
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

　令和４年中の鹿児島県内の “うそ電話詐欺被害” が令和３年に比べ、大幅に増えています。主な手口
として「架空料金請求詐欺」（被害額約 5,313 万円）、「還付金詐欺」（約 1,073 万円）、「オレオレ詐欺」
（820 万円）となっています。
　また、被害額の 85.5％（約 6,722 万円）は、65 歳以上の方となっています。
　電話やメール等でお金の話がでたら、１人で判断せず家族等周りの人や警察に相談しましょう。

区　　　分 被害件数 被　害　額 主　な　手　口
令和４年中（暫定値） 58 件 78,658,801 円 架空料金請求詐欺
令和３年中（確定値） 29 件 31,868,190 円 オレオレ詐欺（1,082 万円）

前　年　比 ＋ 29 件 46,790,611 円 ――

～うそ電話詐欺被害が増えています～

●令和４年度特別企画展「守るひと　町田久成展」開催中！
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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

２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

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

10日 （金） ひばりが丘団地 14：15

16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

３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）

お　し　ら　せ
　エアコンが故障中のため、ご迷惑をおかけしてい
ます。ストーブを設置しておりますが、防寒が行き
届いていませんので、ご利用の際には温かくしてお
越しください。
　また、小さなお子様とご一緒にご利用いただく際
は、特にお気を付けください。ご協力お願いします。

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】

『貸本屋おせん』

高瀬 乃一　著
文藝春秋

　文化年間、女だてらに貸
本屋を営む「おせん」。時
に幕府の狗に目をつけら
れ、様々な事件に巻き込ま
れながらも、書物への愛を
胸に、大店を夢見る姿を描
く連作集。

『なんとかしなくちゃ。
青雲編 1970-1993』

恩田 陸　著
文藝春秋

　大阪の海産物問屋の息子
を父に、東京の老舗和菓
子屋の娘を母に持つ、梯結
子。彼女は、幼い頃からキ
モチワルイ状況をそのまま
にはできなくて…。結子の

「問題解決とその調達人生」
を描く。

児童図書
【本館】

『ガオガオきょう
りゅうのよる』
たるいし まこ　著

あかね書房

　チャイロはたっくんちの
飼い犬。たっくんの傘を
こっそりさして歌っている
と、傘から「あめあめだい
すき、ガオガオン」という
声が聞こえてきた。そして、
傘から恐竜の絵がつぎつぎ
飛び出してきて…。

一般図書
【分館】

児童図書
【分館】

『おせちのみんな
あつまって !』

真珠 まりこ　作・絵
童心社

　みんな、集まってー。く
ろまめさん、くりきんとん
ちゃん、こぶまきくん…。
名前を呼ばれたおせち料理
の仲間たちが重箱に入って
いく楽しいしかけ絵本。お
せち料理の由来も紹介。

◆３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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●日　時　３月４日（土）８：30～ 14：00
●場　所　串木野高齢者福祉センター
●参加料　無料
●内　容
【ボランティアのつどい】　９：30～ 12：10
・活動発表　�市内保育園、市内公立小中学校、ボラ

ンティアに取り組んでいる方々
【ふれあいひろば】　８：30～ 14：00
・直売コーナー　　８：30～ 12：00
・展示コーナー　　３月１日～４日
※�イベント内容により時間が変更になる可能性があ
ります。
※�高齢者元気度アップ・ポイント事業対象
●問合せ　社会福祉協議会　☎ 32-3183

　市内各小・中学校の体育館や校庭等を利用して、
スポーツ活動等を行いたい団体は、次のとおり利用
登録申請をしてください。
●受付期間　２月 20日（月）～３月３日（金）
●開放期間　４月１日～令和６年３月 31日
●提出場所　利用希望の各小・中学校
※�利用登録申請書は各小・中学校にあります。申請
後、改めて学校開放説明会（利用調整会）が各学
校で開催されます。利用希望の団体は、必ず出席
してください。
●問合せ　教育総務課　☎ 21-51268

　令和５年４月から、窓口やコンビニ納付に加え、
スマートフォンやご自宅のパソコンから二次元コー
ドの読み取りやクレジットカードなどでも納付がで
きるようになります。
　さらに、これまでの金融機関以外の
全国の金融機関での納付が可能になり
ます。
　なお、納付は口座振替が便利です。
　ぜひご利用ください。
●対象となる市税
・市県民税（普通徴収）　・国民健康保険税（普通徴収）
・軽自動車税（種別割）　・固定資産税
※上記以外は、これまで通りの納付方法となります。
●問合せ　税務課　☎ 33-5615

　市は、各種統計調査に従事してくださる統計調査
員を随時募集しています。
●資格要件
・満年齢 20歳以上の方
・警察、選挙、税務事務に従事していない方
・�暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第２条第６号に規定する暴力団員でない方
・�心身ともに健康で、責任をもって統計調査を遂行
できる方
・�職務上知り得た情報の秘密・保護に責任を持てる
方
●調査の流れ
　�調査員説明会への出席、担当地域の確認、調査の
説明と調査書類の配布、調査票の回収、調査票の
点検・整理・提出など
※�各種統計調査が実施される際に、調査の依頼をさ
せていただきます。調査の規模等により必要な調
査員数が異なりますので、必ずしも調査に従事で
きるとは限りません。
●身分・報酬
・調査期間中は、非常勤の公務員となります。
・調査活動に応じて、報酬が支払われます。
●主な統計調査
　国勢調査、住宅・土地統計調査、農林業センサス等
●登録方法・問合せ
　�登録申込書に記入押印のうえ、企画政策課（☎
33-5628）へ提出してください。
※�登録申込書は、市ホームページからダウンロード
していただくか、企画政策課にもあります。

　女性が生涯を通じて、健康で明るく充実した日々
を自立して過ごすことを目指し、女性の健康に関す
る知識の向上と社会的関心の喚起をはかるための週
間として、国・地方公共団体・関係団体等が一体と
なって啓発活動や各種事業を行います。
　女性特有の病気（子宮頸がん、乳がん）は早期発
見が重要であること、妊婦自身の喫煙や受動喫煙は、
妊婦と胎児に健康被害を与えることが明らかである
など、女性には特有の健康課題があります。
　いつまでも健康で明るく、充実した生活をしてい
くために、日頃の健康管理が重要です。
　厚生労働省では、すべての女性の健康を支援する
ための情報提供ウェブサイト「女性の健康推進室　
ヘルスケアラボ」が作成されました。下の二次元
コードからご覧ください。
　まずは自分の身体を知り、正しい知
識を身につけることが、健康への第
一歩です。日々の健康管理に活用しま
しょう。

ボランティアフェスタ2023の開催

令和５年度
学校体育施設開放事業利用登録受付

市税の納付方法が拡充されます

統計調査員を募集しています

３月１日～８日は女性の健康週間です

お知らせ版お知らせ版
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　令和４年度初めに予診票を送付したワクチンの接
種期限が３月末日までです。
　母子健康手帳の接種履歴を確認のうえ、接種が終
わっていない方は早めの接種をお願いします。
●対象者
・MR２期ワクチン（小学校入学前）
　平成 28年４月２日生～平成 29年４月１日生
・２種混合ワクチン（小学６年生）
　平成 22年４月２日生～平成 23年４月１日生
●接種期限　3月 31日（金）
●実施医療機関　協力医療機関
※�本市外の医療機関で接種する場合や、ご不明な点
はお問い合わせください。
●問合せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

　高齢者肺炎球菌予防接種を受けようとする方のう
ち、次の方を対象に予防接種費用の一部助成を３月
末日まで行っています。
●助成対象者
①節目年齢の方
※市の助成を一度も受けたことがない方のみ対象

② 76歳以上の方…前回接種日から５年経過した方
③ �60 歳以上 65 歳未満で、心臓、腎臓若しくは呼
吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免
疫の機能に障害を有する方

※�②、③の方で、接種を希望する方は、串木野健康
増進センターにご連絡ください。
※�過去５年以内の接種歴が分からない方は、かかり
つけ医等に確認相談してください。
●実施期間　３月 31日（金）まで
●自己負担額　3,900 円
●実施医療機関　協力医療機関
※�本市外の医療機関で接種する場合や、ご不明な点
はお問い合わせください。
●問合せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

　歌って見つめて語りかける「わらべうたベビー
マッサージ」で親子のスキンシップをとり、赤ちゃ
んの免疫力をアップ。ママは体を動かして産後のエ
クササイズでリフレッシュ ! 親子の絆を深め、心身
の発達を促し、楽しい子育てを応援します !
●日　時　３月６日（月）９：45～ 12：00
●場　所　串木野健康増進センター　２階和室
●対象者　生後２か月～ 10か月児とその保護者
※プレママさん（妊婦さん）やお父さんも大歓迎。
●講　師　わらべうたベビーマッサージ認定講師
　　　　　小島　美幸　氏
●参加料　無料
●持ってくる物　バスタオル・飲み物
●託　児　あり（要予約・飲み物持参）
●申込期限　３月３日（金）
●申込・問合せ
　さわやか子育て支援センター
　（太陽福祉会　太陽保育園内）☎ 33-0192

　日常生活にお困りの方に食料品の支援を実施しま
す。また、その食料品の寄付を募集します。
●食料品支援
・支援日時　３月 13日（月）、14日（火）
　　　　　　９：00～ 17：00
・対　象　者　様々な事情でお困りの方（先着 80名）
・場　　所　串木野高齢者福祉センター
・申込方法　�３月８日（水）までに社会福祉協議会

に電話でお申し込みください。
●食料品寄付の募集
　�常温保存でき、賞味期限が３月 17 日以降の食料
品を募集しています。詳しくはお問い合わせくだ
さい。
●問合せ　社会福祉協議会　☎ 32-3183

　春季火災予防運動に伴う訓練が、次の日程で行わ
れます。訓練では消防車が走行し、付近では車両の
交通規制が行われますので、市民の皆様のご理解と
ご協力をお願いします。
●消防団の火災防ぎょ訓練（サイレン吹鳴なし）
【串木野地域】
・日時　３月５日（日）6：30～８：00
・場所　Ｂ＆Ｇ海洋センター付近一帯
・日時　３月 12日（日）6：30～８：00
・場所　久木野公民館～生冠第２配水池付近一帯
【市来地域】
・日時　３月 12日（日）6：30～８：00
・場所　中原公民館付近一帯
●問合せ　消防本部　☎ 32-0119

お子さまの予防接種

高齢者肺炎球菌予防接種

年齢 生年月日（年齢は令和 5年 4月 1日時点）
65歳 昭和 32年 4月 2日～昭和 33年 4月 1日
70歳 昭和 27年 4月 2日～昭和 28年 4月 1日
75歳 昭和 22年 4月 2日～昭和 23年 4月 1日

ベビーマッサージ＆
産後シェイプアップ体操教室開催

食料品支援実施と食料品寄付の募集

消防訓練の実施に伴う
交通規制等のお知らせ
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　ご自身で書いた遺言書を法務局で保管する制度で
す。
　大切な遺言書の紛失や改ざんを防止できますの
で、ご自身の財産をご家族へ確実に託す方法の１つ
として自筆証書遺言を検討されるに当たって、ぜひ
本制度をご利用ください。ご利用には事前予約及び
手数料が必要です。
　詳しくは右の二次元コードか
ら法務省ホームページでご確認
または法務局にお問い合わせく
ださい。
●問合せ　鹿児島地方法務局川内支局　☎ 22-2300

　労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運
営、管理などについて定めた法律で、昨年 10 月１
日に施行されました。
　労働者協同組合は、労働者が組合員として出資し、
その意見を反映して、自ら事業に従事する組織であ
り、地域のみんなで意見を出し合って、助け合いな
がら地域の課題を解決していこうという、新しい法
人制度です。
　労働者協同組合により、介護、子育て、地域づく
り関連など幅広い事業が行われることが考えられ、
多様な事業分野で、新しい働き方を実現することが
できます。
※�詳しくは、厚生労働省特設サ
イト「知りたい！労働者協同
組合法」（右の二次元コードか
ら）をご覧ください。
●問合せ　労働者協同組合法　相談窓口
　　　　　☎ 0120-237-297
　　　　　（平日９：00～ 17：00）

　国民年金第１号被保険者の資格取得・種別変更、
保険料免除・納付猶予申請、学生納付特例申請につ
いては、マイナンバーカードを使って、マイナポー
タルを利用した電子申請ができます。
　また、申請結果もスマートフォン等で確認するこ
とができます。お手続きの際は、ぜひご利用くださ
い。
　詳しくは、右の二次元コード
から日本年金機構のホームペー
ジをご確認ください。

　３月１日（水）から７日（火）は、春季全国火災
予防運動週間です。この運動は、火災が発生しやす
い時期を迎えるにあたり、火災の発生を防止し、高
齢者を中心とする死者の発生を減少させ、財産の損
失を防ぐことを目的としています。県内でも建物火
災をはじめさまざまな火災が発生しており、死者、
負傷者が確認されています。
　このような火災を起こさないためにも、日頃から
火気などの取扱いに注意するな
ど防火対策を意識しましょう。
　また、期間中は「山火事予防
運動」「車両火災予防運動」も
併せて行われます。
●主な注意事項
・�たばこの投げ捨ては、絶対止めましょう。
・�強風時及び乾燥時には、たき火や火入れはやめま
しょう。
・�たき火や火入れを行う場合は、消防署への届出が
必要です。詳しくは消防本部へお問い合わせくだ
さい。

『お出かけは、マスク戸締り、火の用心』
（全国統一防火標語）

●問合せ　消防本部　☎ 32-0119

　住宅用火災警報器の設置の義務化から 10 年が経
過しており、住宅用火災警報器を設置してあったこ
とで火災に至らなかった奏功事例が、全国でも多く
報告されています。設置されていない方は、早急に
設置してください。
　また、古くなった住宅用火災警報器は、電池切れ
や経年劣化などで、正常に作動しない場合があり、
とても危険です。年１回は手入れと作動点検をしま
しょう。
　10年を目安に交換をおすすめします！

●問合せ　消防本部　☎ 32-0119

　令和５年度交通災害共済（年会費 500 円）の加入
申込書は、令和４年度に加入した世帯のみに郵送し
ています。令和４年度分に加入していない方で、加
入を希望する方は、お問い合わせください。
●問合せ　まちづくり防災課　☎ 33-5631
　　　　　市来庁舎市民課　　☎ 21-5111

預けて安心　自筆証書遺言書保管制度

労働者協同組合法が施行されました
～「はたらく」をつくる。みんなでつくる～

国民年金の加入手続き・保険料免除の電子申請が
できます～かんたん！スマートフォンで電子申請～

令和５年春季全国火災予防運動

住宅用火災警報器の設置・取替え

市町村交通災害共済について
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〔広告〕

未来あるいちき串木野市の皆様へ
愛媛・宇和島名物をみそので堪能！

コラボ企画　「紅白でめでたい！鯛めしまぐろかつ膳」

★お問合せ　こだわりとんかつ　味工房みその　☎0996-33-1550
※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

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）

日振島を根拠地としていた水軍が
その始まりとされる
宇和島名物「鯛めし」を
いちき串木野名産のまぐろのかつと
あわせました。
鯛は宇和島産を使用しております。
まぐろ（紅）と鯛（白）で
めでたいまぐろかつ

期間限定。数量限定にて販売中です。

2,000円
（税込 2,200 円）

　海上保安庁では、海上保安学校・海上保安大学校
学生採用試験の受験者を募集しています。
●採用試験日程

※�受験申込等詳細は、右の二次元コー
ドからご確認ください。
●問合せ
　串木野海上保安部管理課
　☎ 32-2205

　２月 28 日（火）より、船員手帳の作成に必要な
写真のサイズが「縦 4.5 ㎝×横 3.5 ㎝」に変更とな
ります。
●問合せ　九州運輸局海上安全環境部
　　　　　船員労働環境課　☎ 092-472-3175

　市地域女性団体連絡協議会では、善意バザーを次
の通り開催します。
　市民の皆様にご協力いただいたバザーの益金は、
神村学園・特別支援学校を含め市内の小・中学校の
子どもたちのための図書購入費として寄贈します。
　多数のご来場をお願いします。
●日　時　３月５日（日）９：00～ 12：00
●場　所　いちきアクアホール
●問合せ　社会教育課　☎ 21-5128

海上保安学校・海上保安大学校
学生採用試験

海上保安学校
（特別）

海上保安大学校
（初任科）

受 付 期 間 3/1（水）
～ 8（水）

3/1（水）
～ 20（月）

第一次試験 5/14（日） 6/4（日）

入 学 10月 令和 6年 4月

船員手帳の写真サイズ変更

いちき串木野市善意バザー
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　１月 20 日に佐保井サチヱさん（宇都）が、100
歳の誕生日を迎えられました。
　佐保井さんには、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
47名（２月１日時点）です。
　いつまでもお元気で長生きしてください。

　相談は無料で、秘密は厳守されます。

※�『法律相談』のみ要事前予約。（定員６名）
●問合せ　社会福祉協議会　☎ 32-3183

100歳おめでとうございます

３月の心配ごと相談

相�談�場�所
及　び
相�談�時�間

相談種別
相　談　日

相談員３日 10日 17日 24日 31日
金曜日

串木野高齢者
福祉センター
�☎32-3183
9：00～12：00

生 活・ 福 祉
児 童 相 談 ○ ○ ○ ○ ○ 心 配 ご と

相 談 員
年 金・ 保 険
交通事故相談 − ○ ○ ○ − 社 会 保 険

労 務 士
財 産 ・
登 記 相 談 ○ − ○ ○ − 司 法 書 士�

行 政 書 士
税 金 ・
経 営 相 談 ○ − − − − 税 理 士

※法律相談 − ○ − − − 弁 護 士

市来高齢者
福祉センター
�☎36-4558
10：00～12：00

生 活 ・
福 祉 相 談

７日 14日 22日 − −

心 配 ご と
相 談 員火曜日��22 日水曜日 − −

○ ○ ○ − −

　１月の５歳児歯科検診において、むし歯が
なかったお子さんをご紹介します。
	・秋

あき	やま

山　弥
み	こ

子	さん　　・西
にし	はた

畑　来
らい	き

軌	さん
	・栫

かこい

　凛
りん

ノ
の

佑
すけ

	さん　　・原
はら　ぐち

口　湊
みな

灯
と

	さん
	・坂

さか　ぐち

口　晄
あき　と

斗	さん　　・村
むら　お

尾　楓
かえで

	さん
	・下

したえびす

夷　娘
こ　ふゆ

冬	さん　　・桃
もも

園
ぞの

　彩
さ

良
よ

花
は

	さん
	・十

と　しま

島　颯
はやて

　	さん　　・吉
よし

﨑
ざき

　妃
ひ

葵
な

	さん
☆�かかりつけの歯科医院をつくって、家族み
んなで歯の健康づくりに取り組みましょう。

人 口 の 動 き
令和５年１月末 前月比

総人口 26,442人 -13人
男 12,475人 +2人
女 13,967人 -15人

世帯数 13,085世帯 -7世帯

☆むし歯０
ゼロ

おめでとう☆
（５歳児歯科検診結果）

お　く　や　み（１月届出分）

（届出人が同意された方を掲載してあります）

故　人 年齢 住所または 
公 民 館 喪主または届出人

中野　清 95 草良 中野　タマ子

本田　正夫 84 石川山 本田　廸子

白石　ヒサ 104 栄町 白石　富久

田﨑　密瑠 87 大里 田﨑　健

水流　シヅ子 86 金山 遠藤　久子

小原　健 92 汐見町 小原　千惠子

久德　哲 78 旭町 久德　美和

勘塲　五男 84 旭町 勘塲　桂子

溜池　つるゑ 89 木場迫 加納　美幸

中村　アヤ子 85 迫 中村　早人

恒良　義治 72 深田下 恒良　由美子

下迫田　芳子 89 別府 下迫田　德義

武田　千壽子 83 山之口 武田　幸一

下醉尾　文男 89 酔之尾 下醉尾　理香

諏訪　伴子 81 袴田 諏訪　郁宜

潟永　哲郎 68 湊町 潟永　弘子

西村　勝代 84 汐見町 西村　久美子

坂口　スギ 96 下山 坂口　忠幸

安田　惠美 96 祇園 御幸　圭子

西　麗子 91 浜西 西　哲也

２月の市税納期 ２月28日
国民健康保険税　　　　　　第6期
介護保険料　　　　　　　　第6期
後期高齢者医療保険料　　　第6期
今月の口座振替日は、２月27日です。
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届出人が同意した方を
掲載してあります。

また住所欄は公民館、
または住所で掲載しています。

１月届出分

「広報いちき串木野」作成につき写真のご提供、取材等にご協力してくださったみなさん、本当にありがとうございました。

今月のカバー

７年ぶりの最強寒波による積雪
　１月 24 日から 25 日にかけて、本市にも今季最強となる寒波が訪れ、積雪
に見舞われました。県内は交通機関の運休や高速道路が通行止めになるなど、
私たちの生活にも大きな影響を与えました。そんな中でも、登校する子どもた
ちは、久々の積雪に心を躍らせて遊んでいる姿が印象的でした。写真の彼は初
めての雪の冷たさにびっくりしていました。

山之口　翔
と あ

葵ちゃん（曙町）
⃝名前の思い・由来
素直にのびのびと元 気に育ってほ
しい。
父：貴裕さん・母：由絵さん

嶽釜　灯
と お り

李ちゃん（栄町）
⃝名前の思い・由来
困 難に身を 置こうが 明 かりを灯す
ことを忘れないように。
父：努さん・母：舞さん

潟村　心
こ の は

羽ちゃん（上名）
⃝名前の思い・由来
心の優しい女の子になってほしい。
父：祐介さん・母：恵里香さん

小坂　明
あ か り

佳里ちゃん（日出町）
⃝名前の思い・由来
明るく元気に育ってね。
父：慶太郎さん・母：智恵美さん

上迫田　さくらちゃん（別府）
⃝名前の思い・由来
桜のように誰からも愛される子に。
父：智弘さん・母：真澄さん

外園　結
ゆ あ

愛ちゃん（平向）
⃝名前の思い・由来
愛情に溢れる優しい人に育ちますよう
に♡

外園　悠
は る と

翔ちゃん（平向）
⃝名前の思い・由来
おおらかな心を持ち、のびのびと
成長しますよう♡

父：大輔さん・母：まゆみさん


