
イッピンこだわりの

いちき串木野市立ハローワーク
（☎26-1191）

市内で頑張っている企業の特色や取組み、
若手社員の声などを毎月お伝えします。

岩田産業株式會社　さつま営業所

エーエフ企画
　　『金の桜黒豚のしゃぶしゃぶ』

所 在 地　〒 896-0056　八房 4242
電話番号　48-9115
営業時間　9：00～ 17：00
店 休 日　土・日・祝日

　私たちの仕事の目的
は、食を通じてお客様
（お店）・お取引先様
（メーカー）に喜んで
いただくことです。特
にお客様に関しては、
ただ食材をお店に運ん�

で終わりではなく、お客様のお困りごとをキャッ�
チし、一緒になって解決のお手伝いをすること
だと考えています。私が提案した食材や取組み
が採用され、お客様から「ありがとう！また君
にお願いするよ！」と言われた時の喜びは何よ
りの幸せであり、次も絶対やってやるぞという
原動力となっています。

先輩社員の企業アピール　白山　良夫さん

金の桜黒豚のしゃぶしゃぶ
（ロース・バラ各300ｇ）3,000円

※�エーエフ企画で購入可能。購入希望の方はお問い合わせく
ださい。

こだわりのイッピン商品紹介

〇「金の桜黒豚」とは
　産学官連携プロジェクトにおいて、市来農芸高
校の生徒が手塩にかけて育てた黒豚を生徒が自ら
考え、ブランド化したものが「金の桜黒豚」です。
このブランド化で流通や販路拡大の一役を担って
いるのが現在、「エーエフ企画」で事業を行う大山
正樹さんです。

従業員数　12名
所 在 地　〒 896-0046　西薩町 17-36
電話番号　33-5001
ホームページ　https://www.iwatasangyo.co.jp
経営理念　�私達は和を尊び、人の幸せと己の幸せを追

求し、社会に貢献できる会社創りを目指し
ます。
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企業の概要
　業務用総合食品商社として、皆様が外で食事をされ
るレストラン・居酒屋だけでなく、ホテル・老健施設
などへも食材調達のお手伝いをさせていただいており
ます。飲食店様と一緒にメニューを考え、一緒に１つ
の飲食店を経営するという想いで日々業務に励んでい
ます。
　私たちの戦う武器は「誠実さ」です。一人ひとりの
お客様に対して常に誠実な対応を心がけており、我が
社の「一流人間心得七か条」を肝に銘じて行動してい
ます。

〇ココがこだわり
　このプロジェクトが起こるまで、市来農芸高校で丹精
込めて育てた豚は、出荷すれば、鹿児島県産黒豚の一つ
となり、生徒たちは流通先まで知ることはできませんで
した。しかし、「金の桜黒豚」として、ブランド化して
出荷し、流通先を見える化することで、生徒たちは、自
分たちの育てた黒豚に誇りを持つことができるようにな
りました。
　大山さんは、市来農芸高校の生徒たちの努力を世に広
めるため、通常の鹿児島県産黒豚よりもコストがかかり
ますが、日々開発や販路拡大に奔走しています。
　肉質がとても柔らかく、脂身が甘い「金の桜黒豚」は、
ふるさと納税返礼品としても、しゃぶしゃぶ、ロールス
テーキ、ハンバーグなどで全国から申し込みいただいて
います。
　「金の桜黒豚を地元や全国の皆さまに知っていただき
たい」と大山さんは語ります。
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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.22
あいびれっじ〈子育て世代包括支援センター〉（☎24-8311）

串木野健康増進センター内にある、子育て世代包括支援センターあいびれっじをご紹介します！

あいびれっじって何するところ？
　妊娠前から妊娠・出産・子育てに関する相談
窓口です。相談室にはベビーベッドやお子さん
の身長・体重測定ができるスペースもあります。
　助産師・保健師・公認心理
師が在籍しています。
　訪問に出ていることもあり
ますので、来所でのご相談の
際は事前にご連絡ください。
　お電話での相談も随時受け
付けています。
○○相談時間
　平日８：30～17：00

プレママさんのリラックスサロン
（産前産後サポート事業）

　マタニティヨガやリンパマッサージ等を通し
て、仲間づくりやホッとリラックスできる時間
を過ごしませんか♪

（本市に里帰り中の方も対象です）
※妊娠16週以降の妊婦さんを対象としています。
○○日時　毎月第３月曜日、13：30～15：30
○○場所　串木野健康増進センター２階
○○参加費
　無料（事前申し込みが必要です）

母子健康手帳の交付
　産婦人科から発行された妊娠届出書とアン
ケート、マイナンバーカード（または個人番号通
知カード）をご持参いただき、次の日時での集団
交付となります。
　お仕事等で都合がつかない場合は、ご連絡く
ださい。母子の健康を守るために、妊娠11週ま
でに交付を受けましょう。
○○日時
　第２・４月曜日、14：00～（受付13：45～）
○○所要時間
　60～90分
○○場所
　串木野健康増進センター1階

母子健康相談
　お子さんの身長・体重測定や母乳相談など子
育てに関する様々な相談に保健師・助産師が応
じます。離乳食やお子さんのお口の様子など管
理栄養士、歯科衛生士に相談することもできま
す♬
予約は不要です。
○○日時　 第２・４月曜日 

９：00～12：00
○○場所
　串木野健康増進センター2階
○○持ち物
　　母子健康手帳、おむつ、着替え、ミルク、タオル等

妊娠中期訪問
　全妊婦さんを対象に訪問を行って
います。
　妊娠中の様子や妊娠中や出産後に
不安なこと等ありましたらご相談ください。
○○所要時間　30分～60分

ぱくぱく離乳食教室
　管理栄養士、歯科衛生士より離乳食初期からの離乳食の
作り方や歯磨きの仕方などお話します。（年４回）
　対象月齢のお子さんへ郵送で案内をお送りします。

公認心理師・岩元先生の子育て相談
　お子さんとの向き合い方に悩んだり、なんだか
最近怒ってしまう…
自分の気持ちの整理をしたい等、
公認心理師の先生とお話しませんか。
○○相談日　毎週月曜日※要予約

○○問合せ　あいびれっじ
　☎24-8311
　（８：30～17：00）
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まちまちのの　  　  題題話話

　３月６日、羽島崎神社で、太郎太郎祭が開催されま
した。
　祭では豊漁豊作と、数えで5歳になる地域の子ど
もたちの健やかな成長を祈願しました。「太郎」と「テ
チョ（父親）」のユーモラスなかけあいが笑いを誘う「田�
打ち」のあとは、晴れ着の子どもたちが小さな舟を
持って、海に見立てた境内を周回する「舟持ち」がおこ
なわれました。
　また、創作太鼓衆「琉芯華」によるエイサーも披露さ
れるなど、祭りは大いに盛りあがりました。

徐福もご満悦！？
「日本一の徐福石像」がピカピカに

薬草観察ハイキング＆食体験で
冠岳山麓の魅力を満喫

青年農業士の認定式

　３月13日、冠岳で「薬草観察ハイキング」が開催さ
れました。
　12名の参加者は、講師と一緒に冠岳山麓を歩き、
地域に自生する薬草について理解を深めました。ま
た、散策後は採れたての薬草を使ったオリジナルピザ
作りや天ぷら作りなど、食体験を楽しみました。
　徐福伝説で知られる冠岳やその山
麓周辺は、数々の薬草の自生地とし
て知られています。市では今後も
「薬草」をテーマとした食体験等の商
品化を目指し、冠岳の食資源の魅力
を市内外へ発信していきます。

　３月16日、市内で農業を営む磯部泰良さんが、県
青年農業士として認定され、その認定証授与式が本市
市来庁舎で行われました。
　青年農業士は、農業課題を解決する活動実績を提出
し、研修を修了した地域農業振興の中核者となりえる
青年に与えられる誇りある称号です。
　磯部さんは、日置地区農業青年クラブ連絡協議会幹
事も務めており、地域のリーダー的な役割が期待され
ていて、「今後も農業課題解決のために取り組みたい」
と抱負を語りました。

　３月16日、徐福花冠祭実行委員会が冠岳展望公園
の徐福像の清掃作業を実施しました。
　例年４月に徐福花冠祭が開催されていますが、新型
コロナウイルスの影響で３年連続の中止が決定されま
した。
　実行委員長の木場與一郎さんは「徐福像を見に来る
観光客を気持ちよく迎えたい」と清掃作業を企画し、
地元住民や鎭國寺関係者、市職員が参加しました。
　全長６メートルある徐福像は、高所作業車と高圧洗
浄機を使って全身をきれいに洗ってもらい、とても気
持ちよさそうな表情で、遥か故郷を見つめていまし
た。

太郎太郎祭
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　全国の楽器演奏家が出場するローランドミュージッ
クフェスティバル2021で、本市の中尾夢依さん（現
串木野中学校３年）が、Vドラム（電子ドラム）・ステー
ジファイナルの中高生・一般部門で金賞に輝きまし
た。
　新型コロナウイルスの影響があり、今回、予選がビ
デオ審査、本選は YouTube での審査となりました
が、６歳から電子ドラムを始めて、５年前から本フェ
スティバルに出場している中尾さんにとって、悲願の
金賞となりました。
　将来の夢は、ドラマーかドラムの先生になりたいと
話す中尾さんの今後のさらなる活躍に期待します。

ローランドミュージック
フェスティバル金賞

令和３年度いきいき教育活動表彰受賞伝達式
及び市長表敬訪問～原口倖歩さん～

交通安全緑十字金賞を受賞

　
100歳おめでとうございます。

　３月18日、いちき串木野警察署で、野元克己さん
が、優良運転者に送られる緑十字金賞を受賞し、表彰
式が行われました。
　これは、野元さんが53年間無事故無違反を続け、
地域の交通安全活動も長年に渡り推進してきたことに
対する表彰です。
　野元さんは「安全第一で、無理のない運転を心掛け
てきた。今後も免許返納まで、運転をするときには、
その心を持って運転したい」と話しました。

　３月５日に今井シツエさん（春日町）、３月10日に
久保ハルさん（日出町）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44名（４
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。

　県教育委員会から、「令和３年度いきいき教育活動
表彰」として原口倖歩さん（現串木野中学校１年）へ表
彰状及び副賞のトロフィーが贈呈されました。
　原口さんは、「日本小学生バドミントン連盟創立30
周年記念ジュニアバドミントンフェスティバル in さ
いたま」において、５・６年生の部で準優勝し、その
活躍が認められ、受賞となりました。また、全国小学
生バドミントン選手権大会団体において、鹿児島県選
抜チームの一員として出場し、優勝しています。
　現在、全日本Ｕ16のバドミントン日本代表に選出
されるなど、今後の活躍が大いに期待されています。

今井シツエさん（春日町）

久保ハルさん（日出町）

14



　春は、異動による歓送迎会、花見による宴会など、
飲酒をする機会が増えることから、３月28日、交通
安全協会、同青年部、交通安全母の会等の団体が「飲
酒運転撲滅」の活動を海鮮まぐろ家、物産さのさ館で
行いました。
　市民の皆さまの交通安全へのご協力をお願いしま
す。

　４月８日、市立市来幼稚園の入園式がありました。
　今年度は新たに７名の園児を迎え、合計28名となりました。期
待に目を輝かせた園児たちは、元気いっぱいの可愛らしい姿を見
せてくれました。
　これから新しい友達とたくさんの思い
出を作り、元気にすくすく成長する姿が
楽しみです。
　皆さん、ご入園おめでとうございます。

春の「飲酒運転撲滅」活動

市来幼稚園入園式

市来中５期生の植樹した
しだれ桜が満開

　３月下旬から４月上旬にかけて、観音ヶ池市民の森
で多くの桜が咲き誇っていました。
　その中のしだれ桜は、市来中学校5期生の有志の
方々が、平成23年に植樹したものです。
　植樹の発起人の村木良行さんは今年２月に亡くなっ
てしまいましたが、植樹からしだれ桜を見守ってきた
市来中学校５期生の中原一蔵さんは「植樹から10年経
ち、今年が一番見事に咲いた。発起人の魂が乗り移っ
たようだった」と話しました。

未来あるいちき串木野市の皆様へ
みその各店の「美味しい」を詰め込んだ渾身のお弁当、
みなさまの大切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。

※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、オードブル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

和遊膳（ちらし寿司）
お造りの入ったちょっと贅沢な和風お弁当です。
慶事・法事、職場での公式な会合等におすすめです。
ごはんにはちらし寿司を用いております。
ご注文は 2個以上から承ります。
前日午前中までにご予約をおねがいいたします。
2,620 円（税込）

〔 広 告 〕
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シティセールス課（☎33-5642）

市実行委員会だより
vol. ４

絶対に
勝ちたい戦

いが、

いちき串木野市で

あるチェスト！
キバレ！

あと535日 あと556日
（４月20日現在）

　  燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会
　クリーンアップ運動～お花見ごみ拾い～を開催しました！

　 カウントダウンボード設置！

　３月27日（日）、国体クリーンアップ運動～お花見ごみ拾い～を開催しまし
た。
　今回は約60人のボランティアの方々と一緒に、桜の名所として名高い観音ヶ
池市民の森周辺の清掃活動（ごみ拾い）を行いました。
　周りがきれいになったことで、より一層桜がきれいに咲き誇っていました。
多数のご参加ありがとうございました。

　燃ゆる感動かごしま国体まで残り555日（ＧＯ！ＧＯ！ＧＯ！）を切ったことを記念して、市
実行委員会では、カウントダウンボードを今回新しくリニューアルし、市総合体育館、串木野
庁舎、市来庁舎に設置しました。
　本市のスローガン「絶対に勝ちたい戦いが、いちき串木野市である」を前面にあしらい、大会
までの日数が一目で分かるようになっています。毎日カウントダウンをして、来年10月の開催
に向けて、みんなで盛り上げていきましょう！ＧＯ！ＧＯ！ＧＯ！

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会いちき串木野市実行委員会事務局（シティセールス課国体推進係内）
☎33-5642　FAX�32-3124　メール�c-kokutai@city.ichikikushikino.lg.jp
ホームページ�http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/kokutai/index.html

問合せ

〜冠嶽芸術文化村から
えんたく日記 冠嶽芸術文化村の実現に向けて、生福冠岳地区で活

動する“えんたく”が取り組む活動の様子や感じたこ
となどをお話ししていきます。

　３月６日、旧冠岳小学校で『私たちのいちき串木野2030』が開催されました。このイベントは、いちき串
木野市の未来について語り合い、今から８年後の2030年に向けて一人ひとりが何を思い、どんな過ごし方
をしていきたいかを考えるきっかけの場です。本市に所縁がある６名がそれぞれの想いをプレゼンし、参
加者と対話を育むことにより、関係性を深め、新しいネットワークづくりを構築することも目的にしてい
ます。
　会場には50名以上の参加者が足を運び、プレゼンターや参
加者同士が本市の未来を自分ごとに捉え、今後どのようにア
クションをしていくかを考える時間になりました。
　今回の運営サポーターの一部とプレゼンターのうち４名は
「よりみち会議」に参加していました。冠岳に何度も通う中で
「これをやりたい」「やりたい人のお手伝いをしたい」等、様々
な想いから生まれた形の１つが今回のイベントでし
た。今年度も冠岳・生福地区を舞台に関わってくだ
さる方々の想いを形にできるように活動していきた
いと思いますので、温かい目で見守っていただけた
ら嬉しいです。

未来の自分とまちの未来を考える。
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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.7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“認知症初期集中支援チーム”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 i認知症初期集中支援チームとは？
　認知症初期集中支援チームは、認知症の方や認知症
の疑いのある方のもとを訪問して、認知症についての
困りごとや心配ごとなどの相談に対応する認知症の専
門家によって構成されたチームです。

≪どんなことをするの？≫
認知症の方やその家族に対して、認知症かどうか診断
したり、適切な医療や介護サービスを紹介したりする
ために、チーム員が自宅に訪問して一定期間（おおむ
ね６か月）集中的に支援します。

≪対象となる方は？≫
本市在住の40歳以上の自宅で生活している認知症の
方や認知症が疑われる方
◎�認知症の診断を受けていない方や治療を中断してい
る方
◎適切な医療・介護サービスを受けていない方
◎�医療・介護サービスを利用していても、症状が悪化
して対応に悩んでいる方

初期集中支援チーム員初期集中支援チーム員

　こんにちは！原島です。春もだいぶ暖かくなりましたね。いちき
串木野市に来て丸一年が経ちましたが、まだまだたくさんの新しい
出会いと発見があり、２年目の協力隊生活も楽しくなる予感がして
います。
　子どもみらい課に所属する私は、昨年度2つの親子向けイベントを
開催しました。
　１つ目は12月に開催したデイキャンプイベントです！小さいお子
様も寒さ対策バッチリで遊びに来てくれました。冠岳小学校の校庭
を広々使い、キャンプをしながら思いっきり遊び、あっという間に
時間が過ぎてしまいました☆
　２つ目は２月に子育て支援センターきらきらで「おやこで一緒にマ
スクづくり」を開催しました。今回は針や糸を使わずに糊（のり）を
使って作りました。慣れない作業でしたが、頑張って作っていただ
き、可愛いマスクが完成しました！
　今年度も親子向けの楽しいイベントを企画していきますので、ま
たみなさんとお会いできると嬉しいです♪引き続きよろしくお願い
します。

詳細は Instagram →＠ ichikikushikino_kyoryokutai　
（二次元コードを読み取ってください）

原島佑果

早期治療で
改善も

期待できる

進行を
遅らせる

ことができる

事前に
様々な

準備ができる

＊早期発見のメリット＊
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市ではこんなことをしています

　本市の濵田酒造株式会社が、中小企業団体主催
のグッドカンパニー大賞2021で優秀企業賞を受
賞し、３月14日、市に同賞受賞の報告と副賞の
奨励金50万円を寄付されました。
　濵田酒造は、設備投資による品質、生産量の向
上や金山蔵における貯蔵庫としての再利用を評価
され、今回の受賞に至りました。
　濵田雄一郎社長は、「明治元年からこのいちき
串木野の地で商いをさせていただき、今回このよ
うな名誉ある賞を受賞できた。地元と共に受賞し
たことを共有したい」という熱い思いを語られまし
た。
　温かいご厚意に感謝し、今後の市政発展のため
に活用させていただきます。

　３月22日、串木野小学校 PTA より集めたベル
マークで購入した空気清浄機を市に寄贈されまし
た。贈呈にあたり、ベルマーク部長の中尾裕美さ
んは「子どもたち一人ひとりの力が大きな力にな
りました。社会福祉に利用していただきたい」と
市長へ手渡されました。
　贈られた空気清浄機は、健康増進センターで健
康診査や健康相談等での部屋に設置することにな
ります。大切に使わせていただきます。ありがと
うございました。

　３月30日、漁業協同組合をはじめ、まちづくり
連絡協議会など19名の委員で構成される第１回洋
上風力発電調査研究協議会を開催しました。
　同協議会では、本市沖合で計画されている発電
事業の概要説明や国のエネルギー施策について九
州経済産業局の講話がありました。
　今後、協議会では洋上風力発電による効果や影
響について調査研究を進めていきます。

串小ＰＴＡベルマークで社会貢献
健康増進センター（☎33-3450）

濵田酒造（株）グッドカンパニー大賞
優秀企業賞受賞と副賞の寄付

企画政策課（☎33-5672）

※市長の過去１か月の主な活動を掲載しています。

市長の主な動き（３月）

洋上風力発電調査研究協議会
を開催しました

企画政策課（☎33-5628）

日にち 内　容
1（火） 県市町村総合事務組合議会定例会（鹿児島市）
3（木） 衛生処理組合議会本会議
4（金） 市議会（一般質問）
6（日） 羽島崎神社春季大祭（太郎太郎祭）
7（月） 市議会（一般質問）
8（火）・市議会（議案質疑）・新消防ポンプ自動車交付式
9（水） ローランドミュージックフェスティバル金賞受

賞報告（市長室）
10（木）清泉女子大学報告会（オンライン）
11（金）・交通安全推進協議会（防災センター）・学校長定年退職者感謝状贈呈式（市長室）
12（土）各種社会教育団体個人表彰及び生涯学習奨励表彰式（市来庁舎）
14（月）濵田酒造（株）グッドカンパニー大賞優秀企業賞受賞報告（防災センター）
15（火）いちき串木野商工会議所青年部提言書提出（市長室）
17（木）旭幼稚園卒園式・閉園式

22（火）
・�農政企画会議・農業再生協議会通常総会（市来庁舎）
・�串木野小ＰＴＡベルマーク部寄付物品（空気
清浄機）贈呈式（市長室）
・市共同募金会運営委員会（高齢者福祉センター）

23（水）・渡辺組漁礁設置に対する感謝状贈呈式（市長室）・土地改良区総代会（市来庁舎）
24（木）・おごじょ塾閉講式（防災センター）・いきいき教育活動表彰受賞伝達式（市長室）
28（月）県栽培漁業推進協議会（鹿児島市）

29（火）

・市議会（最終本会議）
・県過疎地域協議会総会（鹿児島市）
・県ダム・発電関係市町村協議会総会（鹿児島市）
・�全国市町村水産業振興対策協議会県支部総会
（鹿児島市）

30（水）第 1回市洋上風力発電調査研究協議会（防災センター）

31（木）
・生福保育所閉所式
・衛生処理組合辞令交付式（市長室）
・市職員退職者辞令交付式（防災センター）
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何でもお気軽にご相談ください。
〒896-0014
鹿児島県いちき串木野市元町168

LINE QRコード 〈内容等〉
・鐘の無料回収
・ゴミ捨て　　・ペンキ塗り
・庭の手入れ　・リサイクル
・遺品整理　　・買取
・生前整理

TEL.0996-33-0158
担当/水口　信幸

（レンタルビデオファミリー内）

family-benriya.com引越し・片付け・草刈り

携帯.080-3983-4129

　宅地内での漏水は思わぬ出費となりますので、
次の方法で定期的に水道メーターの点検、確認を
してください。
① 家中の蛇口等を全部閉め

てください。
② 水道メーターについてい

る、パイロットマーク（水
車形）が動かないか、確
認してください。

※ 水道を使っていない状態で、パイロットマーク
が動く場合は漏水や設備等の故障の可能性があ
ります。指定業者に原因調査、修理を依頼して
ください。

※ 漏水等の修理の費用については、敷地内の水道
管、トイレや温水器などの設備は、お客様の所
有物になりますので、自己負担となります。

※ 漏水の原因によっては、水道料金の一部を減免
する制度を受けられる場合があります。

　３月24日、「チャレンジ農業♥おごじょ塾」の
閉講式が行われました。
　第６期生となる令和３年度は５月に開講し、８
名の塾生が19回にわたる研修過程を修了しまし
た。
　栽培実習や加工体験など、地域の方々に協力を
いただき、農業に関する多くのことを学びました。
スキルアップしたおごじょ達の今後の活躍に乞う
ご期待♪

祝 卒業！～チャレンジ農業♥おごじょ塾～
農政課（☎21-5121）

　３月12日、各種社会教育団体個人表彰及び生
涯学習奨励表彰式を市来庁舎会議室で開催しまし
た。
　令和３年度は、各種社会教育関係団体等全国・
県表彰で１団体と１名、日置地区社会教育振興会
表彰で２団体と３名、市生涯学習奨励表彰で２団
体と11名の表彰が行われました。
　おめでとうございます。
　受賞者は以下のとおりです。（敬称略）
●各種社会教育関係団体等全国・県表彰
　「全国優良読書グループ表彰」
　　串木野小学校読み聞かせグループ「花さき山」
　「県子ども会育成連絡協議会表彰」
　　秋山　俊一
●日置地区社会教育振興会表彰
　　生福壮友会　　　串木野さのさ保存会
　　久木野　公子　　中村　純照
　　溝添　勇
●市生涯学習奨励表彰
　「社会教育部門」
　　野平地区コミュニティー協議会女性部
　　大平　良徳　　　石野　惠子
　　楮山　勇吉　　　西　和夫
　　松崎　幸子
　「芸術文化部門」
　　羽島南方神社太鼓踊り保存会
　　川﨑　誠　　　　松永　保男
　「社会体育部門」
　　宇都　隆雄　　　黒木　眞利子
　　鶴田　睦　　　　吉田　裕史

令和３年度各種社会教育団体個人表彰
及び生涯学習奨励表彰式

社会教育課（☎21-5128）

水道メーターをご確認ください !!
上下水道課（☎21-5155）
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防災行政無線機を活用しましょう！
まちづくり防災課（☎33-5631）

　市では、各家庭に対し、防災行政無線機（戸別受信機）の無料貸し出しを行っています。転出や転居によ
り異動する方は、まちづくり防災課へ返却してください。
　また、転入・転居し、まだ設置していない方はまちづくり防災課へご連絡ください。

※ 詳細の説明書については、右の２次
元コードから市ホームページでも確
認できますので、ご覧ください。

こんなことありませんか？

【症状１】放送はちゃんと受信し
ているが、「電池を交換してくだ
さい」とよく音声が流れる。
⇒�掃除機などを使用する際に戸別
受信機の電源コードをコンセン
トから抜いていませんか？
　�電源コードを抜いてしまうと電
池が消耗し、数日で電池が切れ
てしまう場合もあります。電源
コードはできるだけ抜かないよ
うにしましょう。

【症状２】電源ランプ（緑色）はついているが、放送がまっ
たく聞こえない。
⇒�落雷等により正常に動作していません。この場合、うら
側の主電源スイッチ（黒色）を切って、再び入れ直して
ください。この操作で戸別受信機がリセットされます。
　�その後、時報や定時放送を確認し、それでも症状が改善
しない場合は、まちづくり防災課へご連絡ください。　

【症状３】雑音がして、放送が聞きにくい。
⇒�ＦＭラジオの雑音が入っている可能性があります。機能
選択ボタンを押すことで、「時計表示（FM放送OFF）」�
「消灯（FM放送OFF）」「FM周波数表示（FM放送ON）」�
「時計表示（FM放送ON）」の状態に変わります。FM
ラジオを消したい場合は、機能選択ボタン（上の図Ａ）
を押して、切り替えてください。

主電源スイッチ（黒色）
●�落雷等の影響により、放送が全く聞こえなく
なった場合に、このスイッチを入れ直すこと
で再び聞こえるようになる場合があります。

通常「電源」は「みどり」です。停電等により電
池で動いている時は「あか」になります。電池の
動作時間は新品で24時間が目安です。

Ａ 機能選択ボタン

電池の交換時期がきましたらここが「あか」にな
り、お知らせします。

電池交換の仕方
●ここを押し上げて、中の電池を交換します。
●�電池は新しいものを！（単二または単三のア
ルカリ電池が2本必要です）

おもて

うら
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合併処理浄化槽補助金

　「合併処理浄化槽」は、生活雑排水（台所や風呂、洗濯など
の排水）と、し尿（トイレの排水）を併せて浄化してから放流
されますが、単独処理浄化槽（し尿のみを処理する浄化槽）
およびくみ取槽は、し尿のみを処理するもので、生活雑排
水は処理されず汚れたまま水路や河川に流れ込むため、水
環境を考える上で大きな問題になっています。
　合併処理浄化槽に転換することで、美しい豊かな自然を
守ることができます。
　今年度は、昨年度まで単独処理浄化槽からの転換のみ対象であった槽撤去費用と宅内配管工事費の
上乗せ補助がくみ取槽からの転換も対象となります。
　この機会に、合併処理浄化槽への切り替えをご検討ください。

〇合併処理浄化槽設置補助金額（くみ取槽または単独処理浄化槽からの転換）

　　※新築・建替への補助はありません。

・補助額の例（くみ取槽から合併処理浄化槽（５人槽）へ転換を行う場合）

　※上記金額は上限で、項目ごとに実際の費用が上限以下の場合は、その額が補助額になります。
　　補助要件など詳しくは上下水道課までお問い合わせください。
　 　また、個人負担については施工方法等により

異なりますので、数社から見積を取り、十分に
確認・検討したうえで、直接業者へ依頼してく
ださい。

人　槽 補助金額
５人槽（床面積130㎡未満） 332,000円

７人槽（床面積130㎡超） 414,000円

10人槽（二世帯住宅等） 548,000円

槽撤去費 （上限）90,000円

宅内配管工事費 （上限）300,000円

項　目 金　額
浄化槽設置 332,000円

くみ取槽撤去費 90,000円

宅内配管工事費 300,000円

合計 722,000円

令和４年度は くみ取槽からの転換 も槽撤去費用・宅内配管
工事費が上乗せの対象になります！

上下水道課（☎21-5157）

環境保全のために、
合併処理浄化槽への
転換をお願いします！
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犬の登録と狂犬病予防注射
市民生活課（☎33-5614）

　犬の登録と狂犬病予防注射を実施しますので、お近くの集合注射場所で年に一回必ず受けてください。
また、動物病院でも受けられます。狂犬病予防注射は、飼い主の義務です。万一、人を咬んだ場合は、犬
の登録と狂犬病予防注射を済ませているかなど、飼い主の責任が問われます。
●手数料
　・登録手数料　3,000円　犬を飼った場合（未登録犬、生後91日以上の犬）は登録が必要です。（生涯１回）
　・注射手数料　3,400円　注射手数料2,850円＋注射済票交付手数料550円（つり銭がないようにお願いします）
●予防注射日程、場所　※串木野・市来地域のどこの会場でも受けることができます。

期
日 集合時間 集合場所

串
木
野
地
域

５ 

月 

13 

日 

（金）

午
前

9：10 ～ 9：20 酔之尾東団地前
9：25 ～ 9：35 酔之尾・神村学園野球場入口付近
9：40 ～ 9：50 夢の台公園前
9：55 ～ 10：05 八房・メック資材置場前
10：10 ～ 10：20 八房公民館
10：25 ～ 10：35 八房・西別府弘組資材置場付近
10：45 ～ 10：55 八房・市来木工所前
11：00 ～ 11：10 和田外科医院付近

午
後

13：30 ～ 13：40 別府公民館
13：45 ～ 13：55 照島交流センター忠魂碑側駐車場
14：00 ～ 14：10 酔之尾公民館
14：15 ～ 14：25 照島神社入口
14：30 ～ 14：40 照島東公園

市
来
地
域

５ 

月 

16
日 

（月）

午
前

9：00 ～ 9：20 市来体育館
9：25 ～ 9：35 払山・踊り場
9：40 ～ 9：55 松原・消防車庫前
10：00 ～ 10：10 平ノ木場・農免十字路
10：20 ～ 10：30 島内公民館
10：40 ～ 10：50 宇都公民館
11：00 ～ 11：20 木場迫公民館

午
後

13：30 ～ 13：50 寺迫・農免入口
14：00 ～ 14：15 駅前・前田歯科付近
14：25 ～ 14：35 潟小路・小原墓地入口付近
14：45 ～ 14：55 平向公民館

５ 

月 

17
日 

（火）

午
前

9：10 ～ 9：20 中ノ平後公民館
9：30 ～ 9：40 舟川後公民館～舟川橋（中間地点）
10：00 ～ 10：10 平木場公民館
10：20 ～ 10：30 川上地区活性化センター
10：40 ～ 10：50 中組公民館
10：55 ～ 11：05 牛ノ江公民館

午
後

13：30 ～ 13：45 迫公民館
13：50 ～ 14：00 土橋町公民館
14：10 ～ 14：25 市来保健センター

串
木
野
地
域

５ 

月 

18
日 

（水）

午
前

9：10 ～ 9：30 内堀酒店横
9：35 ～ 9：45 大薗公民館
9：50 ～ 10：00 河内・馬込坂登口付近
10：10 ～ 10：25 上名交流センター駐車場
10：35 ～ 10：45 麓・八久保児童公園
10：50 ～ 11：05 麓・針原公園
11：10 ～ 11：20 日出町公民館

午
後

13：30 ～ 13：40 浜ケ城・南商店横
13：45 ～ 13：55 串木野神社裏門付近
14：05 ～ 14：15 袴田・サンキュー機材付近ごみステーション
14：20 ～ 14：40 袴田公民館
14：45 ～ 14：55 袴田・田代商店付近

期
日 集合時間 集合場所

串
木
野
地
域

５ 

月 

９ 

日 

（月）

午
前

9：10 ～ 9：15 宇都公民館
9：25 ～ 9：35 岩下公民館
9：40 ～ 9：45 川畑公民館
9：50 ～ 10：00 谷ノ宇都霊園付近
10：05 ～ 10：10 小堀三文字
10：20 ～ 10：30 大六野・西薗商店付近
10：35 ～ 10：45 上石野公民館
10：50 ～ 11：00 下石野公民館

午
後

13：30 ～ 13：40 福薗公民館
13：45 ～ 13：55 グループホームうれし舎付近
14：00 ～ 14：05 農協生福支所前
14：10 ～ 14：15 鏑楠公民館
14：20 ～ 14：30 山之口農協ハウス跡地前
14：35 ～ 14：45 中井原公民館
14：50 ～ 15：00 坂下公民館

５ 

月 

10 

日 
（火）

午
前

9：10 ～ 9：20 緑町・ねずみ公園
9：25 ～ 9：35 恵比須町・まぐろ団地跡地
9：40 ～ 9：50 ひばりが丘市営住宅前（国道側）
10：00 ～ 10：10 須賀乾物店前
10：15 ～ 10：25 塩屋町・新洋水産付近
10：30 ～ 10：40 串木野高校正門付近
10：45 ～ 10：55 住吉町・樋掛商店付近
11：00 ～ 11：05 住吉町・大原公園

午
後

13：30 ～ 13：45 京町・市口公園横
13：50 ～ 14：00 汐見町・上地商店横
14：05 ～ 14：15 西塩田町・県営住宅１号棟北側
14：20 ～ 14：30 東塩田町公民館
14：35 ～ 14：45 春日町・九電変電所裏公園
14：50 ～ 14：55 曙町公民館

５ 

月 

11 

日 

（水）

午
前

9：10 ～ 9：20 羽島崎神社駐車場
9：25 ～ 9：35 愛木町・理容ポピー付近
9：45 ～ 9：50 野中栫・濵屋運送付近十文字
9：55 ～ 10：05 河原三文字
10：15 ～ 10：25 白浜・立石バス停付近
10：35 ～ 10：45 荒川交流センター
10：55 ～ 11：05 草良公民館

午
後

13：30 ～ 13：40 芹ケ野公民館
13：45 ～ 13：55 芹ケ野・御蔵橋先三文字付近
14：05 ～ 14：15 金山公民館
14：25 ～ 14：30 深田上公民館
14：35 ～ 14：45 薩摩金山蔵入口付近

　※各集合場所の利用者に迷惑にならないように
　　ご協力をお願いします。
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特認校制度の見直し
～令和５年度から「特認校へ転学できる学校」は、串木野小学校のみとなります。～

教育総務課（☎21-5126）

期
日 集合時間 集合場所

串
木
野
地
域

５ 

月 

19 

日 

（木）

午
前

9：10 ～ 9：20 浅山農道三文字
9：25 ～ 9：35 平江・テレビ塔入口
9：45 ～ 10：05 野平交流センター
10：15 ～ 10：25 深田下公民館
10：35 ～ 10：45 野元公民館

午
後

13：20 ～ 13：30 桜町公民館
13：35 ～ 13：45 春日町公民館
13：50 ～ 14：00 北浜町・吉国電機横
14：05 ～ 14：15 旭町中央公園
14：20 ～ 14：25 旭町・亀﨑染工工場裏
14：30 ～ 14：40 中尾町公民館
14：45 ～ 14：50 栄町公民館前広場
14：55 ～ 15：05 本浜町・桐原酒店付近

期
日 集合時間 集合場所

串
木
野
地
域

５ 

月 

20 

日 

（金）

午
前

9：30 ～ 9：35 土川交流センター
9：45 ～ 9：55 下山公民館
10：00 ～ 10：05 平山バス停付近
10：15 ～ 10：20 万福・旧平石商店前
10：30 ～ 10：45 萩元・旧尾崎商店前
10：50 ～ 11：00 羽島交流センター

午
後

13：30 ～ 13：45 市役所公用車駐車場（国道側）
13：50 ～ 14：00 御倉町・テーラーコヤ付近
14：10 ～ 14：15 石川山公民館
14：20 ～ 14：30 小瀬公民館
14：40 ～ 14：50 浦和町公民館
14：55 ～ 15：05 港町・漁協漁民研修センター前

※５月 12 日（木）は集合注射を実施しません。
※串木野地域、市来地域と日程が混ざっていますのでご注意ください。
●狂犬病予防注射を受ける際の注意事項
　・集合注射場所以外での注射は受けられません。（戸別訪問は行いません）
　・犬は、しっかりと制御できる人が連れてきてください。
　・注射会場を汚さないために犬のフンは必ず持ち帰ってください。
　・注射後、約２週間は他の予防注射を接種させないでください。
　・注射を受ける前後は、できるだけ安静にし、激しい運動は避けてください。
　・妊娠中や授乳中の犬は、接種することはできません。
　・まれに注射後にショックを起こすことがあります。そのようなときは、すぐに獣医師に相談してください。
　・新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために、マスクの着用をお願いします。

　特認校制度は、串木野地域では平成12年度に、市来地域では平成16年度に開始しています。
　制度発足当時は、「特認校へ転学できる学校」に指定された照島・市来小学校の学級数は全学年で２学級
以上ありました。現在では、児童数が大幅に減少し、照島小学校が各学年１学級の６学級となっています。
市来小学校も１年・２年生が１学級で、４年後は各学年１学級となることも想定されます。
　照島・市来小学校は、児童数が減少し、
小規模校化しており、「特認校へ転学で
きる学校」として指定し続けることで学
級編制や団体活動等に支障が生じ、教育
環境に影響を及ぼすことが懸念されるこ
とから、次のように方針を定めました。
●今後の方針　 照島小学校、市来小学校については、児童数、学級数が減少していることを考慮し、令和

５年度から特認校への転学・入学を認めないものとする。
●経 過 措 置　 現在の照島・市来小学校区の特認校児童については、本人及び保護者の申し出により、原則、

卒業までは特認校への通学許可を申請できるものとする。　
●学校再編等　 児童・生徒の急速な減少に伴い、早急に小・中学校のあり方について検討・協議し、住民

の理解を得ながら、学校再編基本方針・基本的考え方等の策定を進めていく。

年度 
学校名

平成 12 年度 令和 4 年度
学級数 児童数 学級数 児童数

串木野小学校 25 858 19 584
照 島 小 学 校 15 466 6 170
市 来 小 学 校 14 413 10 271

●特認校へ転学できる学校（令和４年４月６日現在）※特別支援学級数は除く（単位：学級、人）
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