
シティセールス課（☎33-5642）

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！市実行委員会だよりvol. ７

●突然訪問してきた事業者に安易に点検させないようにしましょう。
　点検箇所をわざと壊して撮影し勧誘するなど、悪質なケースもみられます。
●点検後に修理を進められてもその場で契約しないようにしましょう。別の専門家に確認を依頼したり、複数の事業者
　から見積もりを取ったりするとよいでしょう。
●家族や周囲の人は、不審な人物が来ていないか、見慣れない書面がないかなど、高齢者の様子に気を配りましょう。
●工事終了後でも、クーリング・オフできる場合があります。困ったときは、いちき串木野市消費生活センター
　等にご相談ください（消費者ホットライン188）。

 近所で工事しているという事業者が来訪し
「お宅の屋根がめくれているのが見えた。屋根に登って
点検する」と言うので依頼した。
点検後、屋根が浮いている写真を見せられ、
そのままにしておけないと思い、約30万円の修理を
契約した。その後、家族の勧めでハウスメーカーに確認
してもらうと「釘を引き抜いたような新しい傷がある」
と言われた。（60歳代　女性）

あと444日 あと465日
（７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を開催しました！　  
　７月３日（日）、タイヨー串木野店裏中央公園付近の
クリーンアップ活動を行いました。
　小雨が降る中、当日は早朝から 14 名のボランティア
参加者にお集まりいただき、沢山のゴミを回収するこ
とができました。本市を訪れる方々をきれいな街で迎
えるために、引き続きご協力をよろしくお願いします。

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
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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

　こんにちは原島です。最近は蒸し暑い日が続いていま
すね。体調は崩されてませんか？
　ゴールデンウィーク初めに旧冠岳小学校で２日間のア
ウトドアイベントを開催しました。
　1 日目は竹灯籠作りと DIY のワークショップを行いました。お子様から
ご高齢の方まで一生懸命作ってくださり、素敵なテーブルやイスなどが完
成しました。

　また、体育館では空気で膨らますトランポリン、通称 “エアポリン” や外の遊具を使って子どもたちが思
い切り遊んでいる姿が見受けられました。
　お昼には地域の方からとっても美味しいおにぎりと豚汁の振る舞いがあり、午後に備えてエネルギー
チャージができました。
　夕方から２日間にかけては体育館で
泊まったりキャンプをしたり、各々冠
岳の自然に囲まれて癒しと楽しいひと
時を過ごしました。
　今年からはこのようなイベントやお
祭りも徐々に増えていきそうでワクワ
クしますね。

No.10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“ヘルプマーク・ヘルプカード”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ヘルプマーク・ヘルプカードとは？
　障がいや病気、妊婦など外見からは分からなくて
も援助が必要な方のためのマークと、障がいなどで
困っている人が、周りに支援を求める時に利用でき
るカードです。ヘルプカードに配慮してほしいこと
や手伝ってもらいたいことなどを記入しておき、い
ざという時に提示します。福祉課で無料でもらうこ
とができます。
　このマークとカードは、認知症により心配ごとや
困りごとがある場合にも利用できます。徘徊や行方
が分からなくなることを心配して出掛けることを諦
めるのではなく、認知症でも出掛け続けるための１
つのツールとして活用していただきたいです。
　まちで、このマークやカードを持っていて困って
いる人がいたら「何かお困りですか？」と声を掛け、
カードに書いてあることを “あなたのできる範囲で”
お手伝いしてもらえたらありがたいです。

裏面に、困ったときに伝えた
いことを本人が考え、書いた
ものを入れました ｡

私は若年性認知症です
【住所】
いちき串木野市
　○○ 1 番地

名前 ： いちき　太郎
家族（000-1111-2222）
　△△ストアー付近に
　　住んでいます

かかりつけ医は
□□病院です
糖尿病あり

本人ミーティングで本人ミーティングで
　ヘルプカード作ってみました　ヘルプカード作ってみました

原島佑果
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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

　昨年度、関係団体・機関から成る「いちき串木
野市多文化共生推進懇話会」を設置し、外国人住
民と地域住民が互いの違いを認め合い、共に支え
合う「多文化共生社会」の実現のため、「いちき
串木野市多文化共生推進プラン」を策定しました。
　当懇話会では同プランを推進
するため、年３回程度を開催す
る予定です。
　第１回懇話会が、５月 25 日
に開催され、令和４年度スケ
ジュールや予算概要等につい
て、懇話会委員の皆様方からご
意見をいただきました。
　なお、当プランの全編と概要版に
ついては、右の二次元コード及び市
ホームページよりご覧ください。

令和４年度第1回多文化共生推進懇話会
企画政策課（☎33-5628）

　５月 28 日、市総合観光案内所でベトナム文化
に触れることができる「ベトナム体験・料理教
室」を開催しました。地域おこし協力隊と管理栄
養士を講師に迎え、ベトナム文化やベトナムの代
表的な麺料理の「フォー」、お好み焼き風の「バ
インセオ」、甘く煮た
豆類、果物、寒天など
の具材をあわせて食べ
る伝統的なデザートの

「チェー」を調理・試食
しました。

ベトナム文化体験・料理教室
企画政策課（☎33-5628）

市長の主な動き（６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（水）
・県関係国会議員への要望活動（東京都）
・全国市長会通常総会（東京都）
・全国高速道路建設協会総会（東京都）
・全国防災・危機管理トップセミナー（東京都）

2（木） ウォーターフロント協会創立 30 周年記念シン
ポジウム（web 会議）

3（金）
・串木野高校卒業生による講演会（web 会議）
・県防衛協会監査（市長室）
・鹿児島地域行政懇話会（鹿児島市）

4（土）・市来農芸高校体育祭
・在宅福祉アドバイザー研修会（アクアホール）

6（月）・市議会（開会日・議案質疑）
・県中小企業団体中央会総会（鹿児島市）

8（水） 共同募金会運営委員会（社会福祉協議会）
10（金）映画「天外者」上映会 in 薩摩藩英国留学生記念館
14（火）市議会（一般質問）
15（水）市議会（一般質問）

日にち 内　容

17（金）・辞令交付式（市長室）
・日本赤十字社鹿児島県支部評議員会（鹿児島市）

18（土）串木野高校体育祭

21（火）
・フォトドラアワード認定式（市長室）
・ アーチェリー全国大会出場報告表敬訪問（市

長室）
・2040 年のまちを考える会（防災センター）

22（水）・衛生処理組合議会議員全員協議会
・衛生処理組合議会本会議

23（木）九州海運（株）株主総会（アクシアくしきの）
24（金）県観光連盟定時総会（鹿児島市）
27（月）市議会（最終本会議）

28（火）
・衛生処理組合辞令交付式（市長室）
・ 食のまちＰＲパートナー情報交換会（地下大

会議室）

29（水）日置地区農業後継者育成対策協議会（市来農芸
高校）

30（木）
・感謝状贈呈式（市長室）
・ いちき串木野商工会議所通常議員総会（アク

シアくしきの）
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　６月３日、市内公立中学校と串木野高等学校の
全生徒を対象に、Zoom を活用したオンライン
による講演会を開催しました。串木野高校卒業生
で尾道市立大学芸術文化学部日本文学科４年生の
平里瞳子さんに「自己決定の大切さ」という演題
で、講演をしていただきました。御自身の経験し
てきたことやこれからの夢や目標、そして、後輩
たちへのアドバイスなど、情熱あふれる講演に、
生徒は引き込まれている様子でした。
　今回の講演会で学んだことをそれぞれの生徒
が、自分の進路選択や夢実現のために生かしてほ
しいと思います。

　７月３日、多目的グラウンド駐車場で、「第８
回いちき串木野市消防団消防操法大会」が開催さ
れ、消防分団が参加し、消防ポンプ車の消火技術
の正確性や速さを競いました。
　大会の結果については、以下のとおりです。
○○大会結果

　上位２チームは、７月 24 日、日置市で開催さ
れる「鹿児島県消防協会日置支部消防操法大会」
に市代表として出場することになりました。
　今後のご活躍を期待します。

順　位 ポンプ車の部
優　勝 中央分団
第２位 川南分団
第３位 川北分団

　かごしまフォトドライブプロジェクト実行委員
会が主催する「写真を撮るために、わざわざ出か
けてみたくなる、とっておきの鹿児島」のスポッ
トとして、本市の「薩摩藩英国留学生記念館」と「羽
島崎神社」が認定され、６月 21 日、認定式が本
市で行われました。
　本事業は、『「映える」を撮
ろう。クルマと行こう。』を
コンセプトの下に、県内の豊
富な観光資源の発信及び、新
たな観光資源の発掘・発信を
することで、世界中に鹿児島の魅力
を伝えていくことを目指したプロ
ジェクトです。
　市では今後も県と連携しながら、
本市の様々な観光資源の魅力を発
信していきます。

　６月 17 日、高齢者等が暮らしやすい日常生活
を送るために「生活支援」の体制づくりを行う
ための生活支援ボランティア養成講座を開催し、
43 名の方が参加しました。
　生活支援グループ「困りごと支え隊」や、個人
ボランティア「かせとも」として活動するために、
介護人材確保ポイント事業の制度説明や、生活支
援の実態や認知症について学び、修了証の交付を
行いました。今後の地域での活躍が期待されます。

令和４年度串木野高等学校卒業生による講演会
学校教育課（☎21-5127）

消防団消防操法大会
消防本部（☎32-0119）

～かごしまフォトドライブプロジェクト～
『薩摩藩英国留学生記念館』『羽島崎神社』が

フォトドラアワードに認定！
シティセールス課（☎33-5640）

生活支援ボランティア養成講座を開催
長寿介護課（☎33-5644）
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　令和４年度いちき串木野市職員採用試験を次のとおり実施します。
〇試験職種、採用予定人数、受験資格

〇試 験 日　９月 18 日（日）
〇試験会場　ホテルアクシアくしきの
〇試験内容　総合適性検査（基礎能力、事務能力、適性）
　　　　　　※土木技師は専門試験、消防士は体力試験も行います。
〇受付期間　７月 20 日（水）～８月 19 日（金）
〇そ の 他　 詳しくは市ホームページ（右の二次元コードから）または総務課、市来庁舎市民課にありま

す募集要項をご覧ください。
〇問 合 せ　総務課　☎ 33-5625

試験職種 採用予定人数 受験資格
一般事務 若干名 ①平成９年４月２日以降に生まれた方

②高校卒業程度の学歴を有する方または卒業見込みの方

土木技師 若干名
①昭和 62 年４月２日以降に生まれた方
②高校卒業程度の学歴を有する方または卒業見込みの方
③土木に関する学科を専攻した方

保  健  師 若干名
①昭和 62 年４月２日以降に生まれた方
② 保健師の資格を有する方（令和５年３月までに取得する見込みの方

を含む）

消防職 若干名
①平成９年４月２日以降に生まれた方
②高校卒業程度の学歴を有する方または卒業見込みの方
③ 視力（矯正含む）が両眼で 0.7 以上、かつ、一眼がそれぞれ 0.3 以

上であり、色覚及び聴覚が正常であること

いちき串木野市職員採用試験案内
総務課（☎33-5625）

　市では、市と
一緒になって食
によるまちづく
りを推進してい
く意欲ある仲間
を「 食 の ま ち
PR パートナー」
として登録する

「食のまち PR パートナー制度」を新設し、現在
34 件の個人及び団体にご登録いただいています。
　６月 28 日、第１回目となる
PR パートナーとの情報交換会を
開催しました。
　今後も、PR パートナーと情報
共有を図りながら、「食」に関す
る様々な取り組みをすすめてい
きます。
　「食のまち PR パートナー」は随
時募集中！
詳細は右の二次元コードからご
確認ください。

　７月６日、第２回洋上風力発電調査研究協議会
を開催しました。本年度実施する各種調査の概要
のほか、一般社団法人海洋エネルギー漁業共生セ
ンター理事の渋谷正信氏を招き、「海外や五島で
の経験に基づく漁業協調・地域協調等のあり方に
ついて」の講話もありました。
　今後、協議会を重ね、調査研究を進めながらシ
ンポジウムを開催して市民の皆様への周知を図っ
ていきます。
　同協議会の資料及び議事録については市ホーム
ページに掲載していますので、ぜひご覧ください。

「食のまちPRパートナー」と一緒に
食によるまちづくりを目指します！

シティセールス課（☎33-5640）

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（☎33-5650）
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《いちき串木野市での定住・移住を応援します》
お得な住宅取得の支援・補助制度のご案内

企画政策課（☎33-5628）

　市では４つの定住促進分譲団地の購入とその土地への新築に対する費用を助成しているほか、空き家
バンクに登録された住宅を紹介しています。
1．定住促進補助金（転入者のほか、条件により市内在住の方も利用できます）
　次の定住促進分譲団地を購入し、住宅を建設する方に最高で約240万円の補助金を支給します。

《現在分譲中の市内定住促進分譲団地》

※分譲団地、空き家物件の情報は、令和４年６月30日時点のものです。
※詳しい内容などは、企画政策課（☎33-5628）または担当事業者までお問い合わせください。

２．空き家バンク登録物件（どなたでも利用できます）
○売買・賃貸物件　 物件情報 ： ①地区　②建築年　③建築面積　④金額　⑤担当事業者

団 地 名 ウッドタウン団地 市来小城団地 羽島矢倉団地 羽島松尾団地
場 所 生福 5391 番地 湊町 1881 番地 羽島５１９５番地 羽島３６９９番地
分 譲 価 格 約 350 ～ 430 万 約 420 ～ 600 万 480.5 万円 278.3 万円
広 さ 約 223 ～ 263 ㎡ 約 236 ～ 342 ㎡ 359 ㎡ 273 ㎡
坪 単 価 約 5.2 ～ 6.0 万 約 5.4 ～ 5.9 万 約 4.4 万 約 3.4 万
分 譲 区 画 数 30 区画 13 区画 1 区画 1 区画

①大原地区（NO.11）
②昭和 56 年（築 41 年）
③ 119 ㎡
④ 580 万円
⑤（株）国料建設
　☎ 32-9117

①照島地区（NO.59)
②昭和 35 年（築 72 年）
③ 219 ㎡
④ 350 万円
⑤エール不動産
　☎ 36-2288

①中央地区（NO.44）
②昭和43 年（築 54 年）
③ 85 ㎡
④ 250 万円
⑤松元不動産
　☎ 32-3499

①中央地区（NO.53）
②昭和 47 年（築 50 年）
③ 155 ㎡
④ 430 万円
⑤大原地所
　☎ 32-2103

①野平地区（NO.41）
②平成４年（築 30 年）
③ 107 ㎡
④ 850 万円
⑤エール不動産
　☎ 36-2288

①野平地区（NO.60)
②平成８年（築 26 年）
③ 91 ㎡
④ 580 万円
⑤エール不動産
　☎ 36-2288

①羽島地区（NO.31）
②大正２年（築 109 年）
③ 194 ㎡
④ 950 万円
⑤松元不動産
　☎ 32-3499

①照島地区（NO.28）
　賃貸
②昭和 44 年（築 53 年）
③ 76 ㎡
④月額 4.5 万円
⑤わかば不動産
　☎ 32-0044
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～市民生活課（串木野庁舎）市民課（市来庁舎）にて申請サポート実施中～

市民生活課　☎33-5611
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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

留学生が辿った軌跡

令和４年７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.5

　記念館の二階に上がると、サークル状の展示室中央に大きな地球儀があります。これは留学生たち
が旅した航路を示しており、薩摩藩 11代藩主・島津斉彬が所有していた地球儀をモチーフに制作した
ものです。
　1865 年４月 17日、羽島浦を出港した留学生たちは、４日後の４月 21日夕方
に香港に到着。ガス灯に彩られた夜景に感嘆の声を上げ、洋服や時計を購入した
り紅茶を飲んだり、初めての海外を堪能します。シンガポールでは初めて食べた
パイナップルを、桃のような味で、見た目は松かさに似ていることから「松笠果
物」と呼びました。また、出港する際にオランダ人が家族との別れの際に人前で
キスや抱擁をしている姿に驚き、顔を赤らめます。セイロン島のゴールでは、レ
ストランで初めて椰子の実を食べ、「栗のような味で少し苦みがある」と残してい
ます。
　エジプトに着くと、当時はスエズ運河を建設中であったため、船を下りて初めて蒸気機関車に乗り
ます。その速さに驚愕した留学生たちは、「其早きこと疾風の如し」と感想を残しました。
　驚きに次ぐ驚きを重ねながら、６月 21日、イギリス南部の玄関口、サウサンプトン港に到着。同日
夕方の列車でロンドンに向かい、夜８時頃に到着します。煌びやかな街並みと白夜で煌々と明るい夜
に興奮して、寝付けない夜を過ごしたことを記しています。

　　　　　　　　　　記念館スタッフ　下迫田　樹一

～楽しい夏休み　危険もいっぱい！～
　夏休みが始まりました。夏休み期間中は学校外での様々な体験ができる楽しい時でもありますが、気
もゆるみがちになり、また子どもだけで過ごす時間が多くなることから、子どもが犯罪に巻き込まれや
すい状況となります。
　更に、近年は SNS の利用をきっかけとした子どもたちの犯罪被害が増加傾向にあります。
　地域ぐるみで、散歩しながら、買物をしながらなど “ながら見守り” 活動を推進し、子どもたちを見
守りましょう。
　子どもの防犯意識を高めよう！
　いつ、どこで、どんな犯罪に巻き込まれるかわからないことを、子どもにしっかり教えましょう。子
どもと一緒に近所を歩き、人目に付きにくい場所等の危険箇所を確認し、防犯ブザーを持ち歩かせるな
ど、子どもの防犯意識を高める工夫をしましょう。
　５つの約束を守らせましょう！
①一人で遊ばない。
② 出かける時は「だれと、どこで、何をするか、何時に帰るか」を伝えてから出かける。
③知らない人には、ついて行かない。
④ 連れて行かれそうになったら、大声で叫ぶ。（ブザーを鳴らす）
⑤決められた時間になったら、すぐ帰る。
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本ひより本ひより
～みつけよう。私だけの一冊～

巡回日 ステーション 到着時間

２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

３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

４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

12日 （金） ひばりが丘団地 14：15

18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

◆８月のおはなし会
　�本館
　　13 日、27 日（土）15：00 ～（30 分程）
　　ひよこ絵本（乳幼児向けおはなし会）
　　７日（日）11：00 ～（20 ～ 30 分程）
　�市来分館
　　６日、20 日（土）11：00 ～（30 分程）

◆夏休み特別企画 （№ 2）
・図書館で謎を解け　8 月 2 日～ 20 日（自由参加）
・フイルムコート（自分の本にカバー）体験
　8 月 3 日（申込必要）
・ＢＭ（移動図書館）開放Ｄａｙ
　8 月３・4 日の午前中（図書館本館前）
※ 詳しい内容は図書館ホームページまたは図書館にお尋

ねください。

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】

『ついでに
ジェントルメン』

柚木麻子著
文藝春秋

　菊池寛が他の男たちとち
がうのは〇〇なところ…。
なぜか微妙に社会と歯車の
嚙み合わない人々のもどか
しさを、しなやかな筆致と
ユーモアで軽やかに飛び越
えていく短編集。

児童図書
【本館】

『おにぎりおにぎり』

長野 ヒデ子作
おむすび舎

　おばあちゃんが、おかま
でごはんを炊いて、おにぎ
りを作りました。できあ
がったのは、おいしそうな、
うめぼしの入ったおにぎり
です。「わたしもやりたー
い」女の子もおにぎりを作
りはじめ…。

一般図書
【分館】

『JELLY DESSERT
ゼリーで作る

宝石みたいなデザート』
太田 さちか著
成美堂出版

　七色のゼリー、バラのゼ
リーテリーヌ、つぶつぶゼ
リードリンク、色が変わる
ゼリーポンチ…。ゼラチン、
アガー、寒天を使った、ガ
ラス細工のような、繊細で
美しいゼリーの作り方を紹
介します。

児童図書
【分館】

『フルーツふれんず
イガグリくん』

村上　しいこ／作
角　裕美／絵
あかね書房

　「ともだちに、いじわる
してる」とおこられたイガ
グリくん。でも、自分が悪
いと思えず、胸の中がもや
もやして…。友だちとのも
めごとが起きたとき、どう
したらいいか考えるお話。

◆８月の移動図書館車巡回日程
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販売日
（木）

（土）

7/21
7/23
〜

何でもお気軽にご相談ください。
〒896-0014
いちき串木野市元町168

LINE 二次元コード 〈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

株式会社いちき串木野電力 TEL:0996-33-6000

手続きかんたん!

夏場の電気料金が割安です！

７月～９月の電気料金を５％割引！

さらに敬老の日の９月は500円割引！!

まずは、お気軽にご相談ください。

〔 広 告 〕

未来あるいちき串木野市の皆様へ
みそのの「お寿司」、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。

※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）

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

みその特選握り　梅
　本まぐろ赤身、海老、イカ
　白身サーモン、玉子焼き
　イクラ軍艦、煮穴子
４人前　6,800 円（税込）
３日前までにご予約お願いします
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