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子どもとインターネットの関わり方
インターネットでつながる現代の子どもたち。
ネットでのトラブルが現実世界のトラブルにつながっています。

SNS 上でのやりとりもスムーズにできるようになるには…。
コミュニケーション力を育てるためには、通常は会話の中で
表情・口調・間などを総合的に判断して対話力を高めていき
ます。コロナ禍のマスク生活のため表情が読み取れずコミュ
ニケーション力は落ち込んでいますので、SNS ではなく、現
実の世界でより多くの時間会話を重ね、コミュニケーション
力を磨いていく必要があります。

夜遅くの
SNSのメッセージ対応！?
親と決めた携帯の使用時間は
10時まで。
でも、10時を過ぎて友達から
きたメッセージに返事を返さ
ないと…明日、何か言われる
かも…

勝手に
写真をスタンプに使われてい
る！?
顔写真を使って LINE スタンプ
を簡単に作成できます。それ
を自分たち専用スタンプとし
て利用しようと、友だちが私
の写真を勝手に使ってスタン
プを作成。友だちは自慢気で
すが私はイヤな気持ちが…

何気ない言葉が
思わぬトラブルに！?
SNS 上の会話はテンポが速く、
瞬時に文字だけでやりとりす
るので、気持ちがうまく通じ
ないことも。
仲間はずれのきっかけとなる
など、目が届かないところで
トラブルのもとに。

依存症では ?
自分でもおかしいと感じている！?
携帯を見れない時間が続くとイラ
イラしたり、落ち込んだりするの
です。できるだけやめようと思っ
ているのですが、家族に使い方を
注意されると更にモヤモヤとした
気持ちが広がります。
学校でも学習に対しての集中力や、
やる気が落ちたように感じている
のですが、自分ではどうしようも
ありません。

今、中学生はこんなことに困っています。

特集
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お金に関するトラブル
　自分のキャラクターを格好よ
く見せたいために課金を繰り返
し、高額の請求が来たり、ゲー
ム内で購入したアイテムをゲー
ム仲間に送るように強要された
り、友だちに好かれようと購入
したコンテンツを周囲に配って
いる子もいます。

二段階認証した方が良い
のか？
　Switchで二段階認証すると
不正アクセスされにくくなり
ます。また、ゲーム内でアイ
テムがもらえます。
　しかし、認証を設定するこ
とで、フレンドとのギフト交
換が可能になり、その際トラ
ブルが起こる可能性がありま
す。
　ギフトはゲーム内の通貨で
買いますが、その通貨は課金
によって入手することになる
ので注意が必要です。

言葉に関するトラブル
　話をしながらゲームをするこ
とができるため ( ボイスチャッ
ト )、興奮して言葉が荒くなり、
相手を傷つける言動が見られま
す。
　それは、日常生活にも影響し、
いじめにつながる事例もありま
す。

ゲームの対象年齢は確認
していますか？

　小学生に人気のゲーム�
｢ フォートナイト ｣ は C区分
で 15 歳以上が対象です。中
学生に人気の ｢Apex｣ は 17
歳以上が対象です。対象年齢
以上のものを使用している現
状はありませんか ?

評　価 対象年齢
ＣＥＲＯ　Ａ 全年齢
ＣＥＲＯ　Ｂ 12 歳以上
ＣＥＲＯ　Ｃ 15 歳以上
ＣＥＲＯ　Ｄ 17 歳以上
ＣＥＲＯ　Ｚ 18 歳以上

オンラインゲームの中で、子どもたちに何が起こっているのか、大
人が知らないことや、無関心であることがほとんど。子どもに言わ
れるままにフィルタリングを外したり、ダウンロードしたりして、
トラブルに巻き込まれることも。

人権に関するトラブル
　長時間ゲームに友だちを付き
合わせたり、チームプレーが下
手だという理由で、ゲームのグ
ループから仲間はずれにしたり
します。
　これが、学校での仲間はずれ
や、いじめにつながることもあ
ります。

目の届くところでゲーム
をしていますか？
　子どもが一人でゲームをし
ていると保護者は子どもが何
をしているか、把握できませ
ん。
家族がいる中でゲームをする
と、友だちに悪口を言ったり、
ゲームのアイテムをねだった
りすることは少ないようで
す。アイテムの購入を含め、
保護者のいるところでゲーム
をすることもトラブル対策の
一つの方法です。

保護者がスマホ・ゲームを与えてネット利用をさせている一方で、保護者の管理が不足している状
況が見られます。スマホ・ゲームの使い方は個人差が大きいです。自分の子どもはしっかり使って
いると思い込まずに、時々、使い方を確認し、制限しながら使わせていくことが必要です。

子どもたちに、どんなトラブルが実際に起きているの？
オンラインゲームでのトラブルが増加中

解決策は ?　コロナ禍で友だちと会えないことから、オンラインゲームでのボイスチャットで
話をするなど、コミュニケーションツールとしてゲームを利用することは悪いこととは言えません。
　しかし、保護者は様々なリスクを知り、対策や教育をしてゲームを使わせることが必要です。家
庭で子どもとよく話しあって使い方を決めましょう。約束が守れない時や、子どもの様子がおかし
いと感じた時は、機器の使用をやめさせることも必要です。

ここが問題!

注意

3



2022/08/07 23:59まで

○問合せ　いちき串木野商工会議所　☎32-2049
　　　　　市来商工会　　　　　　　☎36-2145
　　　　　水産商工課　　　　　　　☎32-3111（代表）

利用の流れ
市外の方も利用可能！！

まずはLINE公式アカウント「いちき串木野市」を友だち登録！
お会計前にスマホで（来店時でもOK）

LINEクーポンを提示すると、
1,000円以上の支払いで500円割引

下の二次元コードを読み取り、
もしくはLINEで
「いちき串木野市」を検索

❶

❹

配信中のクーポンの
有効期限の確認❸

毎週月曜日、または
新規登録時にクーポ
ンを受け取り

❷

LINEクーポン画面を
店員に見せてから
「使用済みにする」
をタップ

❺
お会計のとき

８月１日 より

食のまち応援

LINEクーポン

　　　第2弾配信！

毎週月曜日
配信予定
※予算に達し
次第終了

8/1～10/30

「使用済みにする」は
必ず会計時に店員の確認
後タップしてください。
※会計前に使用済みになった
　クーポンは利用できません。

本市LINE公式アカウントの友だちになると、取り扱い登録した市内飲食店
で利用できるLINEクーポンを毎週月曜日に配信します。
※利用可能登録店舗はP22または、右の二次元コードから
　ご覧ください。また、LINEで随時お知らせします。

お店にある「クーポン利用カード」
に氏名、連絡先、
日時、クーポン
数など必要事項
を記入し、会計
時に提出

　６月 13 日成立した「侮辱罪」の厳罰化はニュースに大きく取り上げられました。ネットへ
の悪口や書き込みは犯罪であること、SNS 上の悪質な投稿内容によっては刑務所に入る可能
性があることを十分に理解しておく必要があります。

※加害者が未成年の場合、親権者が賠償責任を負う可能性があります。

いちき串木野警察署
生活安全刑事課生活安全係

大重　豊さん

絶対守って欲しいこと

裸の写真や動画を

・撮影しない。
・他人に送らない。
・撮らせてはいけない。
18 歳未満の子どもに対し
て裸の画像等を送るように
要求しても犯罪になりま
す。
これを守るだけで犯罪に 
巻き込まれなくなります。

【教育委員会より】
いちき串木野警察署管内で
は 令 和 ４ 年 ６ 月 現 在 で、�
約 40 件のインターネッ
ト関連の相談が寄せられてい
ます。ここ数年の相談件数は
増加傾向にあります。また、
夏休みはその犯罪に巻き込
まれる危険が高い期間です。
特にやっていけないことは、
どんな人に対しても、自分で
とった自分の裸の写真や動画
を、相手に送ることです。
写真や動画を手に入れた相
手は様々な要求をしてきた
り、ネットで拡散したりしま
す。
ネットで知り合う人の本当
の姿は分かりません。ネット
上では簡単に性別や年齢など
を偽れます。SNS などで、
知り合った人を簡単に信用し
てしまい実際に会う約束をし
て、取り返しのつかない事件
や犯罪に巻き込まれてしまう
こともあります。

自分だけは絶対に大丈夫と
思わないよう、家庭でも、子
どもたちに具体的に分かりや
すく教えてください。
１度ネット上に流出した写
真は回収し、消してしまうこ
とは困難です。流出した写真
を見た人が更に拡散したり、
そのことで色々言われたりし
て、ずっと心に傷を負うこと
になります。
場合によっては、心に大き
な傷を負い、心のバランスを
崩して、自ら命を絶ってし
まうこともあります。
ネットの世界は、架空の空
間ではなく現実の世界の延長
線上にあります。写真や投稿
などの情報から、個人を特定
されてしまうこともあり得ま
すので、SNS などに自分や
友だちの写真を投稿する際は
十分に注意しましよう。人と
人をつなぐ携帯やスマホで悲
しい思いをすることがないこ
とを願っています。

旧　法 改正法

法定刑
拘留 (1日以上 30日未満 )

または
科料 (1000 円以上 1万円未満 )

1年以下の懲役か禁錮
または

30万円以下の罰金

時　効 1年 3年

過去最多の件数 市内でもインターネット関連の犯罪被害の増加

トピック
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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。

イッピンこだわりのイッピンこだわりの

いちき串木野商工会議所

　経営支援員として記帳代行
や労働保険事務組合業務を担
当しています。また、これま
で商工会議所共済や青年部事
務局等を担当する機会をいた
だけたことで自身の研鑽にも
つながっています。業務の中
で疑問がある場合に相談しや
すい環境なので上司・先輩に

も恵まれています。
　４月より観光特産品協会事務局を担当するこ
とになりましたので、いちき串木野市の観光・
特産品についてより勉強して、地域資源を活用
した特産品開発等積極的に取り組んでいきたい
と考えています。

社員の企業アピール　鶴　徳光さん

従業員数　９名
所 在 地　〒 896-0015　旭町 178
電話番号　32-2049
ホームページ　右の二次元コードから
商工会議所とは　商工会議所は、｢商工会議所法（昭
和 28年法律第 143号）｣という法律によって規定・
運営されている特殊法人で、商工業の振興を目的と
して組織、運営されている法に定められた唯一の地
域総合経済団体です。

27

企業の概要・目的
　商工会議所は商工業者のみなさんの世論を代表する公的
性格を持つ機関です。
　交通網や産業基盤を整備し、企業をとりまく経済環境を
充実させるために、地元産業界の代表として積極的な意見
活動を行うなど、地域を代表する唯一の総合経済団体とし
て商工業の発展に寄与することを目的としています。
　従って、商工会議所の活動には大企業も中小企業もみん
な力を合わせて、住みよく働きやすい街にしようという
願いが込められており、商工会議所に参加し、その機能を
活用することが個々の企業の利益を得ることになるととも
に、地域商工業全体の繁栄につながるのです。

薩摩串木野まぐろの館・
『串木野まぐろホルモン』

所 在 地　〒 896-0056　八房 3141-1
営業時間　10：00～ 18：00
店 休 日　毎週水曜日
電話番号　29-5515
インスタグラム　右の二次元コードから

串木野まぐろホルモン　680円（税込）

こだわりのイッピン商品紹介

○○まぐろの栄養を余すことなくお届けします！
　本市の特産品であるまぐろは、想像を絶する荒波や過酷
な環境の中で漁を行い、私たちの食卓に運ばれます。その
まぐろを余すことなく食して欲しいという思いからできた
のが、新洋水産有限会社薩摩串木野まぐろの館の「串木野
まぐろホルモン」です。このまぐろホルモンは、まぐろの
心臓・白子・真子・エラミ・胃袋といったモツの部分を味
噌やニンニクで鹿児島県民に愛される甘い味付けで調理し
たイッピンです。
　通常、まぐろは、身の部分が高く取引されるため、あま
り値が付かない心臓などの内臓は、漁の際に捨ててしまい
ます。しかし、取れたまぐろを余すことなく食卓へお届け
したいという思いから新洋水産のまぐろ船では、内臓を捨
てません。まぐろの館の館長を務める富田さんは、「まぐ
ろは、眠っている間も泳ぎ続ける回遊魚。エネルギーの溢
れたまぐろは身だけでなく、内臓にも栄養が詰まっていて、

それを食べやすくするために開発したのがま
ぐろホルモンです」と話します。富田さん自
身も過去に大病を患いましたが、日常生活に
支障なく今暮らせているのは、間違いなく毎
日まぐろを食べているからだと語ります。
○ まぐろの価値向上という先代の思いを引

き継いで
　「消費者にまぐろの全てを食して欲しい」
それは、昨年、急逝した新洋水産の先代、松元要さんの思いで
した。先代は生前、通常は切って捨てるまぐろの血合い部分に
含まれるセレノネインという物質に目を付けていて、現在、国と
の共同研究も進んでいます。このセレノネインには、抗酸化作用
やガンの予防効果などがあり、これが機能性食品として、世に
広まれば、近年低迷するまぐろの価値が向上し、まぐろ業界全
体に活気が戻ってくることが期待されています。
　富田さんは、「まぐろの全てに価値があり、世の中に広まって
ほしい」という思いを受け継ぎ、まぐろを極める挑戦を続けてい
きます。

○こだわりのイッピン掲載事業者募集中！
　�掲載にご興味のある事業者様は、企画政策課（☎33-
5672）へお問い合わせください。

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。
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イッピンこだわりのイッピンこだわりの

串木野健康増進センター
☎33-3450健康なまちづくり健康なまちづくり健康なまちづくり
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まちまちのの　  　  題題話話

　福岡県出身の小林ひかりさんは、現在、フィン、マ
スク（水中眼鏡）、シュノーケリングの３点で行うフ
リッパースタイルで、日本の海岸線を一周する挑戦を
行っています。
　６月 12 日、串木野市漁協・漁師さん協力のもと本
市の長崎鼻から羽島漁港にかけて泳ぎました。これで、
九州の西側をほとんど制覇した小林さんは、期間は設
けずに長い目での挑戦
達成を目標にしていて、

「行く先々での人との出
会いがこの挑戦の一番
の楽しみ」と笑顔で話
していました。今後の
健闘をお祈りします。

水難事故が起きないことを願って
がーるどんのだご流し

拾い箱設置プロジェクト日本を泳いで一周！
小林ひかりさんの挑戦

市管工事組合、水道協会が奉仕作業

　５月 28 日、羽島白浜海岸に拾い箱が設置されまし
た。拾い箱は、CHANGE FOR THE BLUE 鹿児島実行
委員会事務局である MBC 南日本放送が、海を訪れた
人に海岸で拾ったゴミを捨ててもらうためのゴミ箱と
して、設置しているもので、県内では 5 か所目になり
ます。
　今回、羽島在住の鮫島百桃子さん、本市地域おこし
協力隊の原島佑果さんが発起人となり、設置場所・ゴ
ミ箱の名称・形状等について羽島地域も交えて検討を
重ね、地域の方の協力のもと設置することになりまし
た。
　鮫島さんは、「素晴らしい海をみんなで大事にしてい
くための運動が実施できた。この拾い箱を地域の方と
愛着を持って運営し、盛り上げたい」と話しました。
　当日は、設置セレモ
ニーと設置記念のゴミ
拾い活動が行われ、中
屋 市 長 をはじ め、約
40 名の方が参加しま
した。

　６月７日、市管工事組合（組合員９社）と水道協会
（協会員６社）が、山之神浄水場や観音ヶ池配水池な
どの草払いを行いました。
  これは６月１日から７日までの「全国水道週間」に
合わせたボランティア作業で、市民の皆さんへ安全な
水を届けるための水道施設を対象に、平成９年から実
施されています。暑い中、ありがとうございました。

　旧暦の５月 16 日にあたる６月 14 日、五反田川河
口で、「がーるどんのだご流し」が行われました。　
　現在、市口公民館のみ続けているこの行事は、水難
事故は河童（がーるどん）が川に引きずり込むという
言い伝えから、夏前の時期に、河童の好物の団子をわ
らに包んだワラットを川に投げ入れてお供えし、水難
事故に遭わないよう無事を祈るものです。
　参加した子どもたちは、語り部の宮之原さんのお話
を真剣に聞き、水難事故が起きないことを願って、川
にワラットを投げ入れました。
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　６月12日から28日まで、Ｂ＆Ｇ海洋センター巡回
カヌー教室が、市内小学校５校のプールを利用し、開
催されました。
　参加した生徒たちは、ライフジャケットを使って体
を浮かす方法からカヌーの乗り方・漕ぎ方まで幅広く
学び、楽しんでいました。

本市アーチェリー協会
全国大会出場選手の市長表敬

第16回市長旗争奪軟式野球大会

　６月 19 日、多目的グラウンドで第 16 回市長旗争
奪軟式野球大会が開催され、参加した３チームは熱戦
を繰り広げました。結果は次のとおりです。
○優　勝　フェニックス　○準優勝　星原運送
○第３位　おやじ
　市内の野球大会は年３回を予定しており、各チーム、
この他に日置地区の大会や練習等、日々活動していま
す。軟式野球に興味のある方は、市軟式野球連盟（☎
33-5672）へご連絡ください。

第46回市内ソフトテニス大会

　５月８日、市庭球場にて開催しました。
（団体戦一般の部）
　優　勝　串木野中学校Ａ
　第２位　市役所
（団体戦女子の部）
　優　勝　楓小町
　第２位　楓小娘
（個人戦一般の部）
　優　勝　小橋口・内ペア（エターナル）
　第２位　井手上・大囿ペア（エターナル）
（個人戦女子の部 A 級）
　優　勝　前畑・前畑ペア（TEAM 海童）
　第２位　樫八重・川口ペア（楓小町）
（個人戦女子の部 B 級）
　優　勝　隈元・楠生ペア（串木野西中）
　第２位　橋之口・大重ペア（串木野西中）

　７月 16 日から 17 日にかけて、東京都で開催され
る全日本小学生中学生アーチェリー選手権大会へ出場
する本市アーチェリー協会の選手が６月 21 日、市長
表敬しました。
　今大会は全日本の小中学生の頂点を決める大会で、
出場選手は、県の大会や記録会での成績を基に、出場
権を獲得しました。
　上位入賞が期待される串木野中１年の中袴田遊くん
は、「練習の成果を発揮できるよう頑張りたい」と意
気込みを語ってくれました。
　なお、出場者は次の通りです。
・リカーブ部門　中学生男子　中袴田　羚
・リカーブ部門　中学生男子　中袴田　遊
・リカーブ部門　小学生男子　久木山　理央
・リカーブ部門　小学生男子　井上　一水
・ベアボウ部門　小中学生男子　戸川　瑛斗
　選手たちの大会での活躍を期待します。
　また、市アーチェリー協会では、加入者を随時募集
しています。子どもから大人まで誰でもできます。興
味のある方は、練習会の見学、体験にお越しください。
○問合せ　市アーチェリー協会　☎ 33-5644
（地域包括支援センター内　担当：中袴田）

B＆G海洋センター巡回カヌー教室
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　６月５日、総合体育館で第52回市内卓球大会が開
催され、熱戦を繰り広げました。
○個人戦

※団体戦はコロナ禍での大会規模縮小により未実施。

一般 A 級 一般 B 級 女　子 初心者
優　勝 中津留玄 安田遙起 下村天寧 宮前皇汰
第２位 大平嘉乃 大里莉功 久木山心優 内山眞知子

第３位
早馬勇斗 神薗瑛太 鳩﨑雪乃 中島タツ子
中薗輝志 馬場豪弥 田島彩葉 南新悠斗

一般 A 級

女子

一般 B 級

初心者

百歳健康教室の開催

令和４年度いちき串木野地区
優良運転者表彰

　６月９日、串木野高齢者福祉センターで、市高齢者
クラブ連合会の主催で百歳健康教室が開催されまし
た。
　この教室は、県内各地で開催されている事業で、健
康寿命延伸のための講演や参加者の方とフレイル予防
のためのいきいき体操などを行いました。
　参加した方は、「いい話がきけてよかった。今後も
勉強して、地域の方にも伝えていきたい」と話してい
ました。

　５月 27 日、交通安全協会よりいちき串木野地区優
良運転者表彰状授与式が行われました。
　表彰者は、坂下博正さん（写真中央）、坂口善幸さ
ん、下迫田智和さん、丸山輝美さんの４名です。
　授与式はいちき串木野警察署の福丸署長から、伝達
され、長きにわたり自動車運転者として交通法令を遵
守し交通事故防止に尽くされたことが表彰されまし
た。

第52回市内卓球大会

松木薗久子さん（薩摩山）

宇都計子さん（払山）

　６月 14 日に松木薗久子さん（薩摩山）、６月 20 日
に宇都計子さん（払山）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 
（７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。

100歳おめでとうございます。
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中央地区まちづくり協議会
防災訓練の実施

　５月 29 日、中央地区まちづくり協議会内の「中央
地区自主防災会」は、中央交流センターにて「洪水と
内水氾濫」を想定した防災訓練と防災講話を行いまし
た。
　今回の訓練は、55 名参加し、梅雨の大雨に備え 
て、鹿児島地方気象台から轟気象情報官をお招きし、
近年の大雨災害の特徴や身を守るための知識等、貴重
な講話を聴くことができました。

　６月 10 日、緑町にある通所介護 “デイサービス至
誠舎くしきの” の利用者様より、ころばん体操等の介
護予防事業に役立ててほしいと、手作りのペンケース
と雑巾を寄贈いただきました。利用者様は「また何か
リクエストがあれば、製作して届けたい」と笑顔で話
されていました。
　いただいた作品
は、ころばん体操や
出前講座等で大切に
使わせていただきま
す。あたたかい素敵
な贈り物をありがと
うございました。

手作りの作品をいただきました

　７月下旬、生福地区にある串木野ぶどう観光農園が
今年も開園します。
　今年は梅雨が短く、日照時間が長かったため、果実
が大きく育っています。また、人気のシャインマス
カットも実っています。収穫量は昨年並みのおよそ５
トンとなる見込みです。甘くてジューシーなぶどうを
ぜひ、ご賞味ください。

　６月 10 日、市来幼稚園でなかよし運動会が３年ぶ
りに開催されました。
　４月に入園したばかりの３歳児も４歳児・５歳児と
一緒になって、大玉運びや体操、かけっこ等を元気 
いっぱいに楽しんでいました。
　応援に来た保護者も、カメラを片手にかわいい子ど
もたちを見守っていました。
　いよいよ夏到来。子どもたちは、虫捕りや水遊び等
で元気いっぱい遊んでいます。
　秋の運動会では、さらに成長した子どもたちの姿を
見てください。

串木野ぶどう観光農園が開園します 市来幼稚園　なかよし運動会
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