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帰ってきた夏の風景
新型コロナウイルス感染症の影響で過去２年間開催を中止していた　本市の各夏祭りが今年は規模縮小・感染対策を講じて開催されました。

　７月 30日、３年ぶりにサマーフェスタ in 市来が開催されました。
　従来は同日開催となる祇園祭から山車が合流し、ステージイベン
トと共に祭りに華を添えますが、今回はコロナ禍により規模を縮小
して、鹿児島実業高校吹奏楽部の演奏、出店、花火の打ち上げが行
われました。迫力ある約 1,000 発の花火が東シナ海の夜空を彩り、
来場者も大変喜んでいました。

サマーフェスタ

さのさ祭り
　７月 17日、「第 50回串木野さのさ祭り」が開催されました。
　今年度は感染症対策として規模を縮小し、例年開催している前
夜祭を「当日祭」として市中流し踊りと同日開催しました。
　踊り連も例年の３分の１程度の参加者でしたが、様々な衣装に
身を包んで楽しげに踊る約 600 人の踊り手と綺麗な打ち上げ花
火が、３年ぶりにいちき串木野の夜を彩りました。

2



帰ってきた夏の風景
新型コロナウイルス感染症の影響で過去２年間開催を中止していた　本市の各夏祭りが今年は規模縮小・感染対策を講じて開催されました。

　８月７日、国指定重要無形民俗文化財である「市来の七夕踊」が
大里地区で開催されました。
　今年の「市来の七夕踊」はコロナ禍での開催でしたが、現在の規
模でできるのは今年が最後ということで、一目見ようといつもより
多くの見学者が足を運びました。
　天候も良く暑い中での開催でしたが、踊り子の格式ある踊りや作
り物のユーモラスな演技に歓声が上がっていました。
　今までのような大規模な形での「市来の七夕踊」は今年で一旦休
止となりますが、中心である太鼓踊は今後も続けていこうという声
が若い方の中で挙がっていて、地域で大切に守り伝えられた伝統を
今後も引き継いでいきたいという地域の心意気が感じられました。

　８月 28 日、川上小学校校庭で市指定文化財であ
る「川上踊」が披露されました。
　今年は規模を縮小して川上地区にある神社などに
は回らず、川上小学校で２回踊って終了となりまし
た。

川上踊

元川上小学校教頭の吉嶺
梓さんが教員を退職され、
18年ぶりに川上踊を踊り
に本市へ来られ見事な踊
りを披露されました。

七夕踊
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　新型コロナウイルス感染症の収束が見えない状況にあって、大人も、子どもも生活の中で多くのストレ
スを感じるようになりました。そのストレスから、子どもの言動にイライラしたり、感情的に子どもに当
たってしまったりする場面が増えているのではと危惧されています。子どもの健全な成長や、発達を妨げ
るような接し方は「虐待」に当たります。

❶ 子育てにイライラしていませんか

❷  子育てに参考となる話を聞いてみ
ませんか

子どもと一緒にいてイライラしたら
誰かに伝えて発散してください。
　親がイライラしてどうしても子どもを受け
入れられなくなったら、親自身が受け入れて
もらえるところに行って、心理的な余裕を蓄
えることが大切です。
　小さな子どもに感情をぶつけても思いは伝
わらず、しつけになりません。
　一人で悩まずに、いつでも気軽にご相談く
ださい。一緒に語りましょう。

●問合せ　子どもみらい課　家庭教育支援員
　　　　　☎ 33-5654

　７月に本市で行われた髙橋聡美さんによる
子育て講演を聞いた方から、「タイムリーに悩
んでいる内容でした。子どもへの対応、寄り
添い方などとても勉強になりました。子ども
たちの本音をたくさん聞いている先生のお話
をもっと聞きたいです」と言った声が多く寄
せられました。好評だった髙橋聡美さんの講
演を聞いてみませんか？

家庭教育学級全体研修会
⃝期　日　10月 11日（火）　９：40～ 11：30
⃝場　所　�各小中学校オンライン会場、または各

家庭からリモートで視聴できます。
⃝講　師　髙橋聡美さん
　　　　　中央大学人文科学研究所客員研究員
⃝演　題　「子どもへの寄り添い方」
　　　　　～子育てに疲れた時の処方箋～
⃝申　込　各小中学校からできます。
⃝問合せ　社会教育課　☎ 21-5128

地域の方々へ
　周囲からの温かいまなざしが、心の支えにな
ることもあります。子育て家庭への見守り、さ
りげない声かけ、手助けをお願いします。

リフレッシュしましょう。
　いつも家族や仕事優先で自
分のやりたいことや好きなこ
とを我慢していませんか。時
には育児や家族・仕事から離
れてリフレッシュしましょう。

★�虐待の辛い体験は、子どもの問題行動を引き起こしたり、脳の発達に影響を与えたりします。
また、将来、アルコール依存や薬物依存・薬物乱用、うつ病、自殺企図、PTSDを引き起こ
すとも言われています。

I c h i k i k u s h i k i n o愛  がいっぱい
アイ 子育て子育て

応援応援
コーナーコーナー

子育てをがんばり過ぎていませんか
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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

株式会社アサンテ
就労支援センターイマジン

　私は厨房部と売店部で働
いています。厨房部では、
食器の下洗いをしてから食
洗器に入れ、乾燥していま
す。たくさんの食器がきれ
いになることにやりがいを
感じます。売店ではレジ

打ちや発注をしています。現金を扱ったり、商
品の値段を覚えたり気を遣うこともありますが、
一日の精算が済んだら達成感があります。
　イマジンは自分の体調や障がいの特性と向き
合いながら、無理なく働くことができます。イ
マジンに来る前は他の障がいを持った方と一緒
に働く事に不安もありましたが、皆さん一生懸
命働いていて、優しい方々なので、安心して働
けると思います。

従業員の企業アピール　利用者 A さん

従業員数　18名
所 在 地　〒 899-2101　湊町 1丁目 236番地
電話番号　36-2600
ホームページ　右の二次元コードから
経営理念　�障がいを持つ方々を支援

し、ともに成長する会社
を目指します。

29

企業の概要
　当事業所は、障害福祉サービスの就労継続支援A型の
事業所です。事業所と障がいを持った方々が雇用契約を結
び、給与をもらいながら一般就労を目指して訓練していま
す。仕事の内容は衣類を洗濯、乾燥、返却する洗濯業務。
売店での接客、レジ打ち、発注等を行う売店業務。食器を
洗浄、乾燥する厨房業務。工場内の事務所、トイレ等を掃
除する清掃業務があります。
　様々な業務があるので、一般就労に向けて訓練し、選択
肢を広げることができます。随時利用者さんを募集してお
りますので、いつでも見学・体験のお問い合わせをお待ち
しています。

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。

生福地区まちづくり協議会
黒にんにく

所 在 地　〒 896-0078　生福 8576
営業時間　９：00～ 15：00
店 休 日　火土日祝日
電話番号　32-4869
ホームページ　右の二次元コードから

○○黒にんにくで地域を元気に！
　生福地区まちづくり協議会は、昔からかかし祭りや生
福市など様々な地域活動が活発に行い、住民が一体と
なって生活してきました。しかし近年、人口減少、少子
高齢化等で、コミュニティ活動を存続していくことが難
しくなってきました。
　そんな中、まちづくり協議会では、市からの補助金の
みに頼らず、コミュニティ運営を自走するため、地域で
協力して取り組みやすいにんにくの栽培・加工、黒にん
にくの販売を始めました。黒にんにくは、にんにくを乾
燥、加工したもので、付加価値を付けて販売することが
できます。
　先進地視察などを行い、令和元年から栽培を開始し、
栽培方法や乾燥の仕方など試行錯誤を重ねた結果、自信
を持ってお客さんに黒にんにくを提供できるようになり
ました。それによって、地域にも少しずつ収入が入り、
携わった方に還元できるようになりました。現在、にん
にく栽培は、地域の子どもたちも関わり、保護者、高齢

者など全世代のふれあいの場にもなっています。また、にんに
くの種を自宅に植えて栽培するなど、地域全体に広がっていま
す。
　木塲会長は、黒にんにくの栽培は、収入だけでなく、地域教
育や高齢者の生きがいづくり、荒廃地対策などあらゆる面で地
域づくりにつながっているので、今後も継続していきたいと話
しています。
　最近は、異常気象や温暖化により、以前育てていたにんに
くの品種が育たなくなってきました。それにより収穫量が少し
減っていますが、現在、気候に対応する品種の栽培を試してい
ます。安定した品質の黒にんにくを販売し、地域を潤すために
生福地区まちづくり協議会は、今後も地域一体となって取り組
んでいきます。

○こだわりのイッピン掲載事業者募集中！
　�企画政策課（☎33-5672）へお問い合わせください。

こだわりのイッピン商品紹介
黒にんにく　1パック 100ｇ
生福交流センター、さのさ館、冠岳温泉で販売中
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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

フッ素フッ素で歯を守ろう　で歯を守ろう　～フッ素の効果～～フッ素の効果～
フッ素ってなに？

フッ化物のむし歯予防効果

　フッ素はほとんどの食べ物に含まれてい
る自然元素です。歯や骨にとって欠くこと
のできない微量栄養素です。歯の質を強く
し、むし歯菌の活動を抑えます。

　次の対策を併用することによりさらに高いむし歯予防効果が得られます。
　現在、本市の保育園・こども園においてフッ化物洗口を実施している園は７園です。

フッ化物洗口 フッ化物歯面塗布 フッ化物配合歯磨剤

半年に一度
歯科受診へ行こう＊歯周病検診のお知らせ＊

　40、50、60、70歳の節目年齢（R５.４.１時点）検診希望者
には受診票を個別に送付しています。検診を希望する方はご連
絡ください。受診期間は1２月末までとなっています。
●問合せ　串木野健康増進センター　☎33-3450

長引くマスク生活のなかで
　私たちの生活は、マスク着用がすっかり定着しまし
た。
　一方でマスク着用による「隠れ口呼吸」が増えています。口呼吸にな
ると口の中が乾燥し、むし歯菌や歯周病菌などの細菌が増えやすくなり
ます。マスク着用時、口もとは閉じていますか？開いていますか？
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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. ９

●実在する企業名などを名乗り「高齢者施設の入居権を譲ってあげてほしい」などと持ち掛ける不審な
　電話がかかってきたという相談が寄せられています。このような電話は詐欺です。相手にせずすぐに電
　話を切ってください。
●話を聞いてしまうと、さまざまな口実で金銭を要求されます。一度支払ってしまうと取り戻すことは困難
　です。不安に感じても、話をうのみにせず、絶対にお金を払わないでください。
●少しでも疑問や不安を感じた場合には、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）。

介護施設運営会社を名乗る人から「市内に介護施設ができ、市内在住者の
あなたには入居権がある」と電話があった。「必要ない」と断ると「他市に
住む女性に権利を譲ってほしい」と言われたので承諾した。
後日、弁護士を名乗る人から電話があり「あなたは入居するつもりがないのに
申し込んだので犯罪だ。違反金600万円支払わないと逮捕され拘置所に入
ることになる」と言われた。お金を用意したがだまされているのではないか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（80歳代　女性）

あと382日 あと403日
（９月20日現在）

　 燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会の協賛を募集しています！
　市実行委員会では、全国から訪れる大勢の方々を心のこもったおもてなしでお迎えし、本市の多彩な魅力
を全国に発信するため、大会運営や広報・PR 用品に必要な物品、資金を�
ご支援いただける企業等を募集しています！
　協賛の種類として
①大会の広報啓発等に係る物品または大会運営に要する用具の提供・貸出
②資金協賛の場合は、大会運営・広報啓発等に係る諸物品経費に充当　
となっています。
　また、詳細は市ホームページに掲載していますので、
右の二次元コードからご覧ください。

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
ＨＰ http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/kokutai/index.html

問
合
せ
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まちまちのの　  　  題題話話

　７月 17 日、全日本空手道選手権、組手、中学一年
生男子の部門で、極真空手串木野道場の岩下健心さん

（串木野西中１年）が準優勝、平地令旺さん（串木野
中１年）が３位という成績を収め、８月 22 日、市長
表敬しました。
　二人は、小学１年生の頃から、極真空手串木野道場
で切磋琢磨し、練習が無い日も自主練習で鍛錬して、
今回素晴らしい結果を出しました。
　今後も大会の予定があり、活躍が期待されます。

「道の日」ボランティア清掃

想いをのせた演奏で市来中吹奏楽部が
九州大会でも金賞！！極真空手串木野道場全国大会入賞選手

の市長表敬

100歳おめでとうございます

　８月 11 日、市来中学校吹奏楽部が、大分市の
iichiko 総合文化センターで行われた第 18 回南九州
小編成吹奏楽コンテストに出場しました。
　指揮者の中馬史織教諭と部員 13 名がバレエ音楽 

「魔法の鍋」と「ロマネスク」の２曲を演奏。少人数
にもかかわらず美しい音色「市来中サウンド」を大 
ホールに響かせました。
　県大会後２週間、暑い体育館で演奏するなど練習を
重ね、県大会に続き九州大会でも金賞を受賞しまし
た。
　顧問の中馬先生は「努力は必ず報われる。素晴らし
い夏・経験をいただきました」と大会を振り返り、部
長の今村心春さんは、「自分たちの努力を目に見える
形で評価していただき、頑張ってきた甲斐があった」
と大会の感想を述べました。また、「市民、事業所の
皆様など応援してくださった方々への感謝の気持ちを
忘れず、これからの学校生活に活かしていきます」と
今後の抱負を話してくれました。

【出演者】　指揮　中馬史織教諭　
溝上かれん③　　中間いぶき③　　𠮷永　愛梨③
永山　雪乃③　　岩下　由依③　　黒木　瑠依③
今村　心春③　　坊野　絢香②　　溜池　理子②
小村　梨愛②　　岸上千奈乃②
鳥越　風葵①　　川畑　慶悟①　※○内の数字は学年

　８月 25 日、中原フミエさん（吹上園）が、100 歳
の誕生日を迎えられました。
　中原さんには、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 46 名 
（９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。

　８月 10 日、串木野建設業協会及び市来建設業互助
会から約 40 名の会員が参加し、ボランティア活動で
市内の道路を清掃しました。
　この活動は、毎年「道の日」に行われ、道路の美化
に貢献していただいています。暑い中、ありがとうご
ざいました。

串木野建設業協会

市来建設業互助会
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　７月 25 日、内閣総理大臣感謝状を受彰された行政
相談委員の東節代さんが市長を表敬訪問しました。
　東さんは、平成７年から旧串木野市担当の行政相談
委員に委嘱されて以来 27 年余にわたり、広く行政に
対する意見・要望を聞き、公平で中立な立場から住民
の福祉の向上と行政運営の改善に努めてこられました。
　東さんは、「誰もが安心して暮らせるように相談者
に寄り添い、市民と行政の架け橋の役割を果たせるよ
うに今後も努力していきたい」と話しました。

学校・幼稚園に砂をいただきました

　今年も南薩砂利㈱から市立幼稚園、小学校、中学校
へ砂を無償でいただきました。
　日頃の感謝をこめて、地域の子どもたちの教育活動
に少しでも役に立てたらと提供を続けられ、今年で
19 回目になります。
　市来幼稚園では早速子どもたちが砂山で楽しそうに
遊んでいました。
　今年も温かい善意をありがとうございました。

行政相談委員が内閣総理大臣感謝状受彰

日置市 南さつま市 南九州市 枕崎市

ぐるっとひおきスタンプラリー 焼酎の郷 宮原ふれあい館
「たかやのやかた」

南九州市あかりの道標
～ちらん灯彩路～ まく泊キャンペーン

日
時 ８月１日（月）～12月29日（木） ― 11月12日（土）

17時30分～20時30分 ８月１日（月）～９月30日（金）

場
所

対象店舗・施設
（日置市内35店舗・施設）

南さつま市加世田宮原2360
番地２ 知覧武家屋敷庭園付近一帯 枕崎市内キャンペーン対象宿泊

施設（５施設）

料
金 商品購入または施設利用 無料（見学自由） ― 宿泊料１人１泊につき2,000円

を割引（上限10泊）

問
合
せ

日置市農林水産課
☎099-273-8870

たかやのやかた
☎0993-52-3880

ちらん灯彩路実行委員会
（南九州市商工観光課）
☎0993-83-2511

枕崎市水産商工課観光交流係
☎0993-76-1668

内
容

８店舗のスタンプを集めて応
募しよう！80名様に3,000～
5,000円相当の日置市の特産品
詰合せや入浴券が当たります。

地元の焼酎や特産品、ラン
チタイムには地元素材を使
用した軽食やお弁当も販売
しています。

夜間の庭園を期間中のみ開放
し、幻想的な和灯りを楽しむ
イベントです。

この機会に枕崎市へ泊まりませ
んか。ご予約は直接、宿泊施
設へ。詳しくは、枕崎市ホーム�
ページをご覧ください！

そ
の
他

スタンプラリー台紙は
各対象店舗に設置

・開館時間
　　10：00～17：00
・休館日　月曜日
　（�月曜日が祝日の場合は翌
日が休館日）

薩摩半島×観光HUNT
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