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５月４日、本町出身の絵本作家、八
島太郎さんの長女モモさん（写真右）
が初めて父の故郷を訪れました。当日
は神山小学校や「むらの木」に描かれ
た、雄川沿いの道を散策しました。
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今月の表紙

八島モモさん
ルーツを訪ねて

森田町長の
よこがお

●Ｑ ２．町長の業務について
は、健康面や体力面でもハー
ドな部分もありますが、何か
気をつけている健康法等はあ
りますか？
特別な健康法は実践してい
ませんが、ストレスをためな
いように適度な晩酌でリラッ
クスを心がけています。

●Ｑ ４．その魅力を活かした
取組で、ぜひ行いたいと思う
ものをあげて下さい。

●Ｑ ６．少しプライベートな質
問になりますが、家族構成を教
えてください。

妻 と 男 児 ２ 人 と 女 児 １ 人 の５ 人
家族ですが、現在は妻と二男の
３ 人暮らしです。

●Ｑ ７．好きな言葉とそれから、
趣味を教えてください。

士の思いが感じられます。

先ほど述べた自然条件など
から、ここでしか作れないも
のがあると思いますので、そ
れ を 加 工 商 品 と し てＰＲ 、 販
売していきたいです。
また、こちらの風土で培わ
れた人材の活用も取り組んで
いきたいと考えています。

何かを成し遂げようとした志

●Ｑ ３．南大隅町についてど
んな点が魅力だと感じていま
すか？

まず趣味の方からですが、仕
事が趣味なんです・・・。あと
ヨットなどの船で海にでること
が好きです。
また好きな言葉は

の詠んだ歌で幕末の動乱期に

●Ｑ ５．いままでの仕事とこ
れからの仕事を比べて、似て
いるまたは違っていると感じ
ている点がありますか？

の志士平野国臣（福岡藩士）

「わが胸の
燃ゆる思いに
くらぶれば
煙は薄し桜島山」 です。

※記事中の好きな言葉は、幕末

今回、第２代南大隅町長に就
任された森田俊彦町長にイン
タビューを行いました。

まず第一に、本土最南端と
いう地理条件だと思います。
それゆえに、温暖な気候と
豊かな自然があり、その風
土から育まれた人間性が最大
の魅力といえるのではないで
しょうか。

なかなか一概には言えない
ですが、似ていると感じると
ころは、いろいろな仕事を創
出するところでしょうか。
また、違うなと思うところ
は、行政手続きの煩雑さで
しょうか。具体的にいえば、
発案から実施や成果があるま
での手続きの回数が多いと感
じています。

◆昭和 34 年４月８日生まれ

●Ｑ １．まず、町民のみなさ
まへむけて就任の抱負をひと
言お願いします。
町民みなさんの目線に立っ
ていろいろなことを失敗をお
それずにチャレンジしていき
たいです。特に人口減少に歯
止めをかけるための定住経済
基盤の確立が急務であると考
えています。

◆森田俊彦（もりたとしひこ）

Interview with
New Town Mayor
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となられる間残された言葉が

わがねじめを遊山され終焉の地

西郷南州翁が再度にわたり、

成と思います。懐古に先輩から

過去の定石に他ならない地盤形

した。災害に強い足腰も復旧の

れた経緯の駄足も古い苦労談で

せるな」を啓発・普及防災の基

構え「安全は

任

消防団は「常在戦場」の位置に

の最大の任務と使命であり常に

住民の生命財産の保護は行政

康、教育、改革、環境、観光の

点でありましょう。そして、健

の出来ない社会構成と民政の原

理こそ町民福祉のゆるがすこと

「治にいて乱を忘れず」鄙の論

行政は常に安全・安心・安住

台風、豪雨などの玄関口にあ

人に頼るな

「進むときは人のため、しりぞ
「君は災害男だ

本理念の是としております。

入口も災害

くときは自分のため」と申され
そして出口も災害」とからかわ
れる始末に苦笑しました。

５ Ｋ をキーワードに行政のサー

た気持ちにあやかり名言を味わ
年間皆様のご支援

ビスのもと税金の正しい使い道、

17

いながら、

たるわが町は高齢者が多く災害

年ぶり、な

借金返済など合併地獄のわだち

一昨年ねじめで

の安全確認となす課題と存じま

をやがての限界行政の縮尺とし

ご協力にすがり、議会のご理解
んと佐多では

す。「老馬は道を忘れず」とい

篤朗

余年ぶりといわ

のもと自治の船出の舵取りにひ
れ、佐多浜尻の年寄りが嫁に来

化が、南大隅の夢にも開かれる

たすら精進できましたことを心

落を救った美談は逸早く東京の

よう知恵の結集を望み、新しい

ながら過疎の空間の活用活性
永田町でも話題になったほどで

風のもと町のご発展はもとより、

う中国の諺にもあるが如く、集

す。人災のなかったことに対し、

健全なる町民皆様のご健勝ご多

年となるが初めての遭

消防団は長官賞、そして内閣総

気持ちです。

には言葉にならない感謝脱帽の

に猛暑の中、泥まみれのご活躍

ボランティアや他所からの応援

の緊急任務ですが対応に地域の

箇所など災害の七つ道具は行政

電気、水道、医療、食料、避難

様には寸断された道路、通信、

しかしながら、罹災住民の皆

す。

幸をお祈りいたします。

てから

80

難と話された。

退任のごあいさつ

これからは余命に志し、しり
ぞく生存を保ちながら社会貢献
を以って今までのお礼に挑む心
算を心掛けて参りたいと思いま
すので、今までに倍して、ご交
誼、ご指導を賜りますよう退任
のごあいさつとお礼方々、ご尊
家皆様のご健勝ご隆昌をご祈念
合掌

申し上げます。永い間誠にあり

顧

がとうございました。

回
年前の平成３ 年就任当

初 は 前 年９ 月 ね じ め 地 方 を 襲 っ
た集中豪雨、宮田・登尾地域の
急傾斜地災害の後始末に東奔西
走の苦い経験は治山・砂防や農
道、国・県・町道及び河川の分

理大臣表彰にも輝いたところで

の底より深く御礼申し上げます。

18

野の関係部署にたらいまわしさ
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80

税所

さて
18

議会運営委員長

片野坂自治会

瀬戸山自治会

大浜下自治会

●総務委員会では、

総務課、税務課、

企画課、会計課な

４月 日に行われた、南

場です。“

を反映する大切な

” 南大隅町の民意

議会は

が決定

委員会構成決定

議会運営副委員長

南大隅町議会

南大隅衛生管理組合議員

川原拓郎 氏

総務委員長

副議長に

総務副委員長

大村明雄 氏
総務委員会

議長に

総務委員会

町民目線で活動する議会
を目指します。

諏訪下自治会

本町の大変厳しい財政状況を受け

菖栄自治会

て、議会としては引き続き行財政改

南大隅衛生管理組合議員

革等調査特別委員会を設置して、行

議会運営委員

ています。
総務委員会

政の無駄を徹底して省き、真に町民
に資することを追求してまいる所存
であります。町民目線で活発に活動

人の町議会議員

大隅町議会議員選挙におい

て、今回

の皆さんが選出されました。

今回の投票率は ・ ％

選挙（平成 年４月）の投

で前回行われた町議会議員

95

するフットワークの良い、議員・委
員会・議会を目指すとともに、住民
の代弁者として、「住民全体の福祉
向上」と「本町町勢発展」のため、
一丸となって積極的に努力致します
ので、ご示唆・ご助言・情報等を賜
月議会は

りますよう宜しくお願いいたします。
また、年４回の本会議（

佐多議事堂を予定）を皆さん是非傍
聴においで下さるよう重ねてお願い

明雄

申し上げご挨拶といたします。
南大隅町議会議長
大村

87

事務事業を所管し

副議長、総務委員会

19

16

ます。（委員会順、敬称略）

いただく方々を紹介してい

さんの声を町政に反映して

南大隅町の未来に向けて皆

関心の高さを示しています。

の高さが町民のみなさんの

票率とほぼ同じで、投票率

17

どで担当している

俊一
●水谷
拓郎
●川原

●竹之内勝男
●井之上一弘
正次
●新坂

12
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経済建設委員会
●委員会とは？
委員会は、議会で審
議される案件に、専門
的知識や経験を生かし
事前審査を行うための
審議機関です。
議会の自主的な活動
を推進するために、条
例で常任委員会・議会

●前田

信親

●平原

熊次

●持留

秋男

経済建設員会

経済建設副委員長

経済建設委員長

大隅肝属地区消防組合議員

議会運営委員

議会運営委員

尾波瀬自治会

尾之上自治会

上之園自治会

運営委員会・特別委員
会を設置することがで

●経済建設委員会では、

きます。また、各委員

商工観光課、経済課、

会は、議会の議決すべ

建設課、農業委員会

き事件のうちその部門

などで担当している

に属する当該普通地方
公共団体の事務に関す

●大久保孝司

●日高

孝壽

るものにつき、議会に

経済建設委員会

経済建設委員会

議案を提出することが

監査委員

大隅肝属地区消防組合議員

できます。

川原自治会

大泊自治会

事務事業を所管して
います。

●文教厚生委員会では、教育委員会、町民福祉課、保健課
などで担当している事務事業を所管しています。

文教厚生委員会

●常任委員会
南大隅町では
総務、経済建設、文教
厚生の3委員会が常任
委員会として設置され
ています。

●大内田憲治

●大塚

成章

●中村

雅之

文教厚生委員会

文教厚生副委員長

文教厚生委員長

大隅肝属広域事務組合議員

議会運営委員

議会運営委員

今市自治会

花之木自治会

上之河原自治会

●大村

明雄

●宇野

仁一

●牧

勝

議長、文教厚生委員会

文教厚生委員会

文教厚生委員会

町二自治会

大隅肝属広域事務組合議員

南大隅衛生管理組合議員

大泊自治会

苙自治会
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多数の優良牛が出品
●南大隅町春季畜産共進会

４月28日・30日に旧農協佐多繁殖センター・花之木畜産集合施設において、南大隅町の佐多・根占
それぞれの春季畜産共進会が開催されました。
この共進会は若雌を対象に審査を行い、育成技術向上と優良雌牛の発掘を目的として実施されてい
ます。今年度も各会場に粒ぞろいの優良牛が多数出品され、各地区の特別賞・三賞が選出され、地区
を代表して各部門上位の入賞牛が５月15日の肝属地区春季畜産共進会に出品されました。
成績につきましては、各地区の優良牛が揃う中、地区別団体の部で佐多地区が準優勝と上位入賞を
果たしました。

根占地区三賞

佐多地区三賞

●根占地区三賞
グランドチャンピオン賞（写真中央）
みしげ6の8号
高平
洋 さん （西 本）
町長賞（写真左）
うめゆり 号
大中原 忠 さん （大中原）
農協長賞（写真右）
ほまれふく5 号
小濵
進 さん （ 原 ）

●佐多地区三賞
グランドチャンピオン賞（写真右）
おさこ3号
尾迫 修二 さん （下 岩）
町長賞（写真左）
ゆりひめ号
立切 勝己 さん （上 村）
農協長賞（写真中央）
かつひめ号
熊之細康夫 さん （辺塚東）

肝属地区春季畜産共進会出品牛
根占地区代表
若雌１部
若雌１部
若雌１部
若雌２部
若雌２部
若雌３部
佐多地区代表
若雌１部
若雌１部
若雌１部
若雌２部
若雌３部

出品者名
鶴 田 洋一郎
湊 原 初 男
小 濵
進
大中原
忠
名ヶ迫 重 文
高 平
洋

雌牛の名号
つくみ
いづみ
ほまれふく５
うめゆり
きくひめ３６２
みしげ６の８

松 山
立 切
上之原
熊之細
恒 吉

そ ら
ゆりひめ
たかこ１
やす２の１
まこと１の８

公
勝
道
康
勝

明
己
夫
夫
行

種

雄 牛
勝忠平
安糸福
金 幸
百合茂
勝忠平
金 幸
百合茂
百合茂
勝次郎
勝忠平
勝忠平
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Topics 町の話題
漁業資源の育成を願って
●登尾小学校

ヒラメの稚魚放流

拡げよう地域の輪

●シルバー人材センターボランティア

5月8日、大浜海岸においてヒラメの稚魚の放

４月２６日にシルバー人材センターの横別府

流が行われました。今回この事業に参加したの

地域班の方々が狐塚公園内の清掃作業を実施し

は登尾小学校の児童、先生合わせて22人で、用

て下さいました。毎年、ゴールデンウィークの

意された8,700尾のヒラメの成長を願って放流し

前にボランティアで実施されますが連休中はい

ました。この事業はねじめ漁協を中心に、子ど

つも快適な環境を提供してくださいます。

もたちの海洋資源にたいする環境学習の一環と
して実施されています。

都市農村交流

●第14回東京農大Ａ・Ａ研

日ごろから地域へボランティアありがとうご
ざいます。

春合宿

45年ぶりの再会と新たな絆
●松元正治さん、八島モモさんとの再会

４月26日から５月６日にかけて、東京農大の

今回、二人の娘さんとともに初めて根占を訪

アジア・アフリカ研究会14人が参加し、春合宿

れた八島モモさん一行は、神山小学校で45年前

が行われました。この合宿は地方の農業を学ぶ

に八島太郎さんと親交のあった根占川北在住の

場として、今年で14回目を迎えます。今年度は

松元正治さんとの再会を果たしました。校長室

横ビュー高原ふれあい館を中心に通いや農家民

で以前寄贈された八島さんの本や絵画を観なが

泊の中で地域の農家とふれあいながらの都市農

ら思い出話しを交えて談笑し、懐かしいひとと

村交流となりました。

きを過ごしました。また、当日は校庭に「桃」

また、今年度は滑川公民館のみなさんと地域
づくりの検討会がもたれるなど新たな試みもみ
られました。
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の花も植樹され新たな絆が結ばれたよい機会と
なりました。

第108回
ペンリレー

会

遠きにありて

佐多郷友会

こころのふるさと

がんばれ

長

松下清志

広報委員長

松下昌平

交流委員長

中野一兔

事務局長

上坂元誠

●事務局

〒890-0003
鹿児島市伊敷町2723-8
☎099-220-8927

●松下昌平

大中尾出身

佐多郷友会広報委員長

ペンリレーの原稿作成に際しましては会員はじめ皆様方に、
ご寄稿いただきたいへんありがたく又うれしく思っております。
広報担当として誠にありがとうございます。
今回は自分のことを話してみたいと思います。
私は大中尾の開拓で育ち、大中尾小、中学校を卒業し、佐多
商業高等学校を昭和46年に卒業、県外で３年ほど就職し、その
後は鹿児島市で生活しています。
郷里の大中尾では母が一人で生活し、父は錦江町の「南風」
に入所しています。両親の世話をしているのが、伊座敷で生
活している妹夫婦です。父の方へは、週２、３回洗濯物を取り
替えに「南風」に通い面倒をみてくれています。又母の方へは
まだ元気でもあるものだから週１回ぐらい通ってくれています。
妹夫婦がいなかったことを考えれば、私がこのように鹿児島市
で仕事を続けられたか、疑問です。ほんとにありがたいことで
す。感謝、感謝。その分大中尾の実家で暮らす母の庭や菜園の
手入れに帰るよう心がけています。私も母似かしれないが草花
に興味があり庭いじりが大好きです。イペイが３月、その後ス
イセン、桜、ツツジ、アヤメ、アマリリス、ふじ、あじさいと
次々に咲いていきます。今年も皇帝ダリアの苗を10本ほど植え
ました。10月から11月が見頃になります。ほんとに帰るたび
咲いている花々を観るのが楽しみです。

ふと思うことですが母がいる間は庭も草花もきれい
でしょうが・・・
その後を考えると、山の中の一軒家、すぐに雑木に
攻め入られることが想像されます。
こんなにすばらしいところ、きれいなままの未来は
ないのか？と考えさせられてしまいます。
大中尾も限界集落になっていますが、どうか「新南
大隅町の町政」で、自然を活かした町造りを実現し、
郷里を思う人々が、帰ってこれる町にしていただきた
くお願いしてしめたいと思います。

最後にペンリレーの原稿ですが、会員全員よりの寄稿を願っておりますので、何時でもよいので「広報松
下のところまで郵送、ＦＡＸお願いいたします。
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医療保険制度を取り巻く状況として、医療費は年々増加し、
それに伴って運営は厳しい状況にあります。
南大隅町国保でも赤字の財源を基金（医療費の増大に備え積
み立てをしている財源）取崩し等でまかなうなど財政は厳しい
状況にあります。
★南大隅町国保基金状況について
19年度においては、国、県の交付金等や保険税の歳入不足
が見込まれたため基金の取崩しを行わなければならない状況と
なりました。20年度においても、大幅な取崩しが見込まれて
います。

2009.MAY.

5

国保たより

★特定健康診査を受けましょう！
生活習慣の改善、早期発見、早
期治療をすることが医療費の節約
にもつながります。
（健康づくり事業のお知らせ）
6月20日（土）
ウオーキング大会を開催
詳細は、後日、周知します。

★国民健康保険税
医療費状況などをふまえ、平成 22 年度は「国保税の引き上げ」
を検討しています。

2009.MAY.

保健センター

5

からのお知らせ

＜検診を受けましょう＞
平成21年度の胃がん検診・腹部エコー検診・
大腸がん検診を、佐多地区は７月〜、根占地区
は９月下旬〜10月に実施します。また今年度よ
り、レディース健診（19〜39歳女性）に男性
を加えて、新たに「若けもん健診」として実施
します。40代より増えてきている糖尿病や循
環器疾患を早期に予防するためです。そして健
（検）診で疑わしいところがあったら、必ず詳
しい検査をしましょう。また改善すべきところ
があった場合には、できるところから始めてみ
ましょう。受けっぱなしの健（検）診にならな
いように‥。

子宮ガン検診は9月に実施します。
自分自身と家族のために年に１回は健（検）
診を受けましょう。
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LIBRARY NEWS
図書館からの
お知らせ
2009.MAY.

5

次の休館日は・・・
根占図書館 → ６／ 15・16
佐多分室

６／ 6・ 7・13・14
◆

PICK UP ／今月の新刊案内
一

●パラドックス１３

般

●ココロノウタ
●40歳から成功した男たち

電話での予約・リクエストも受け付けております。
根占図書館

書

東野圭吾（毎日新聞社）

☎24-3111

児

佐多分室

童

■そらまめくんとめだかのこ

今井絵理子

（祥伝社）

■マリオネット・デイズ

佐藤光浩

（星雲社）

■チャレンジ星座占い

●手作りエクステリア百科
●ＷＥＬＯＶＥ ジジイ

→ ５／ 23・24・30・31

学

研

桂望実

（文芸春秋）

●どうせ、あちらへは手ぶらで行く
城山三郎

（新潮社）

（副音館）

篠原まり

（ポプラ社）

さくら美月（ほるぶ出版）
なすだみのる（ひくまの出版）

■赤いポストとはいしゃさん

薫くみこ

（ポプラ社）

■まめうしくんとＡＢＣ
あきやまただし（ＰＨＰ研究所）
■花の道は嵐の道

●裏口は開いていますか

■虎と月

（双葉文庫）

書
なかやみわ

■忍者サノスケじいさんわくわく旅日記①〜⑤

●12歳までにかならず教えたいお金のこと
たけやきみこ（かんき出版）
赤川次郎

☎26-0221

天野頌子

（ポプラ社）

柳広司

（理論社）

おはなし会ボランティア募集中！！
毎月第３土曜日に行われるおはなし会で、子どもたちにいろいろな
おはなしをしてくださるボランティアを募集しています。今できるこ
とをしてみませんか？
■お申込・問い合わせ先 南大隅町教育委員会 社会教育課 ☎24-3111

地デジ No.3

注意

2011年（平成23年）7月24日までに現在のアナログ放送は終了し、
地上デジタル放送に完全移行します。

地デジ詐欺にご注意！
さ

ぎ

地上テレビ放送のデジタル化に便乗した「詐欺」が発生しています。
身におぼえのない工事や代金の請求にはご注意してください。

※こんなことはありません。
◇知らない差出名で「地上デジタル放送接続料金請求書」と書かれた手紙が届き、料金を支払わない
と地デジ放送が見られないと書かれている。
◇総務省やテレビ局又は役場等の名前が書かれた手紙などが届き、「地上デジタル放送切り替え助成
金」が支給されるので、手数料や事務費を支払うよう書かれている。
◇「テレビ局職員」「地上デジタルテレビ受信対策員」などを名乗る人物が自宅を訪ねて来て、受信
工事やテレビの調整の代金支払いを求める。
上記などの「詐欺」や「悪質商法」には十分注意してください。
☆どこに相談したらいいの？
◆地上デジタル放送に関するご相談は、下記までお問い合わせください。
○ 南大隅町役場 企画課
☎（0994）24−3111
内線232番
○ 総務省 地上デジタルテレビジョン放送受信者相談センター
鹿児島県テレビ受信者支援センター〔通称：デジサポ鹿児島〕
☎0570−07−0101
平日：午前9時〜午後9時
土、日、祝日：午前9時〜午後6時
11 みなみおおすみ 広報 2009.05

農業の未来へ向けて

5 月号

AGRI-FUTURE

緑肥を播き土つくりをおこないましょう
本町の基幹作物であるばれいしょ、豆類の収穫も終わり
夏場は次の作物までの間を利用して土つくりを行う期間で
す。
●緑肥のすき込みの効果
１） 緑肥作物のすき込みは有機物（堆肥等）を投与する
ことと同じ。
２） 土壌微生物の改善
３） 土壌中の肥料養分のバランス改善に役立つ。
４） 土壌物理性（通気性、透水性等）の改善に役立つ。
●緑肥の種類
作物名

播種期

収穫期

生草収量
（10ａ）

トウモロコシ

５〜7月

８〜9月

６〜 ９ｔ

ソルゴ−

５〜7月

７〜9月

７〜12ｔ

ギニアグラス

５〜7月

７〜9月

６〜 ８ｔ

ダイズ

５〜7月

８〜9月

３ｔ

クロタラリア

５〜7月

８〜9月

２〜 ４ｔ

＊緑肥をすき込む場合は必ず、播種や定植の１ヶ月以上前にすき込み、十分
分解させておくことがたいせつです

（お問合せ先）南大隅町経済課
■ 本 庁
☎ 24-3111
■ 支 所
☎ 26-0511

農村集落等が取り組む

共生・協働のむらづくり活動
の提案募集について
(共生・協働のむらづくり支援事業)
①

農村集落の再生のための活動

②

新たなむらづくりの形成のための活動

③

むらづくりの維持・発展のための活動

上記の活動に対して、５０万円を上限に活
動費の1／２が助成されます。
（県内10地区程度）
※

詳細は役場経済課振興係までお問い合
わせ下さい。
（県への申請締め切りが6月19日です。
お早めにご相談下さい。）

タンカンの摘果は、早く始めましょう
１．摘果の開始
６月は「かんきつ」（タンカン・ポンカン・温州みかん）の、摘果を始める時期です。
摘果が遅れたり、摘果をしなかったりすると隔年結果が激しくなったり、果実品質が悪くなったりし
ます。
特に、タンカンは早期摘果を行い、初期肥大を促す必要があります。また、摘果が遅れると隔年結果
がひどくなります。摘果を始める時期は、果実が人指し指大の時期で、成り口に白筋が発生した頃です。
着果過多樹や樹勢が衰弱している樹から摘果を始めます。摘果をする果実は、奇形果、傷果、小玉果な
どです。
タンカンの摘果時期目安
満開後
５０日前後
１５〜１７果／㎥
満開後
８０日
１４〜１５果／㎥
満開後 １５０日
１１〜１２果／㎥
注）隔年結果とは‥１年おきに果実が成ったり、成らなかったりする事です。
２．病害虫防除
梅雨に入ると雨の影響で防除が困難になってきます。梅雨の合間を見計らって適期に防除しましょう。
雨が多いと病気の発生が多くなり、晴天が続くと害虫の発生が多くなります。
特に病気は、予防的な防除になりますので気象情報に注意し、適期に防除を行いましょう。

南大隅町子牛セリ市情報について〔平成21年４月のセリ市情報〕 肝属全体前月比 19,683円高
根 占 地 区
佐 多 地 区
肝 属 全 体

頭

数
122 頭
72 頭
1,834 頭

平
均
332,541 円
348,889 円
339,153 円

メ
275,652
293,576
280,867

ス
円
円
円

去
399,589
395,692
392,101

勢
円
円
円
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町の動き
2009.MAY.

5

町の人口
●人口
男
女

暮らしの情報

4月30日現在

9,517 人
4,387
5,130

お誕生おめでとう

おくやみ申し上げます（敬称略）

ご結婚おめでとう

保健・検診

（敬称略）

（敬称略）

５/21（木）健康相談（根）

大根占医院

☎22-2658
５/31 長浜医院 ☎22-0137
６/ 7 じょうさいクリニック
☎24-2977
６/14 濵畑クリニック
☎25-2575
６/21 藤崎クリニック
☎22-2238
●当番医コールセンター
☎0994-43-0119
※なお、肝属医師会立の病院の医師
当直体制については、４月１日か
ら１名体制となります。
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世帯

13:00 〜 13:30 受付 錦江町保健センター
9:30 〜 12:00
14:00 〜 16:00

５/24

●世帯数
4,594

■５月〜６月
妊婦教室

在宅当番医

人
人

根占保健センター
ネッピー館

運動教室（根）
13:30 〜
根占保健センター
５/22（金）
モグモグキッチン（離乳食教室）子育て支援センター主催 要予約
５/27（水）乳児健診

13:00 〜 13:15 受付 根占保健センター

５/28（木）歯科検診

13:00 〜 13:15 受付 根占保健センター

６/ 1（月）MR（麻疹・風疹）予防接種（佐）

郡診療所

運動教室（根）
13:30 〜
６/ 5（金）
MR（麻疹・風疹）予防接種（根）

根占保健センター
各医院

要予約

MR（麻疹・風疹）予防接種（根）
６/ 6（土）
MR（麻疹・風疹）予防接種（佐）

各医院

要予約

今隈医院

要予約

６/ 8（月）MR（麻疹・風疹）予防接種（佐）

郡診療所

要予約

６/10（水）１歳半健診
６/11（木）育児相談（佐）

要予約

13:00 〜 13:15 受付 根占保健センター
9:30 〜 11:30

佐多保健センター

運動教室（根）
13:30 〜
６/12（金）
MR（麻疹・風疹）予防接種（根）

根占保健センター
各医院

要予約

MR（麻疹・風疹）予防接種（根）
６/13（土）
MR（麻疹・風疹）予防接種（佐）

各医院

要予約

今隈医院

要予約

身体等の障害のある方が所有する軽自動車の減免申請のお知らせ
町では、軽自動車税が課税される方で、心身等に障害があり、歩行が困難な方が所有する軽自動車等
について、申請によって軽自動車税が減免されます。（※軽自動車減免申請は毎年申請が必要です。）
※障害の内容によっては減免できない場合がありますので、あらかじめご相談ください。
【減免の対象となる自動車】
●身体に障害のある方がお使いの軽自動車など
●身体等に障害のある方が所有していて、通院・通学・通所・生業のために、生計を同じくする方が
運転するもの（ただし 18 歳未満の方または精神に障害がある方と生計を同じくする方が所有する
自動車を含みます。）
●身体等に障害のある方が所有していて、常時介護する方が運転するもの
●構造上、障害のある方のために変更した軽自動車など
※自動車税（普通車）とは重複して減免することはできません。
※減免等の対象となる軽自動車等は１人につき 1 台です。
【申請期限】
5 月 26 日（火）までに申請してください。
【申請書の提出先】
南大隅町役場税務課

本庁・支所

【申請に必要な物】
①

身体障害者手帳・療育手帳等

②

運転免許証（障害のある方本人が運転する場合は本人のもの。生計を同じくする方や介護者が運転
する場合はその方の運転免許証）

③

車検証

④

印鑑 （本人の代わりに運転する場合はその方の印鑑も必要です。）

⑤

申請する軽自動車等の納税通知書・納付書

⑥

生計を同じくする方や介護人が，本人に代わって運転するときは生計同一証明書（用紙は税務課窓
口にあります。）
◎問い合わせ先

本庁

税務課

課税係

☎ 24-3111

支所

税務課

課税係

☎ 26-0511

新型インフルエンザに関するお知らせ
●医療機関（病院や診療所）への受診について
新型インフルエンザの発生国（メキシコ、アメリカ、カナダ等）に滞在したり、新型イン
フルエンザについてにかかっていると思われる人と接触した後、発熱や咳などの症状が現れ
た場合は、直接、医療機関を受診しないで、まず、保健所の発熱相談センターに連絡して指
示に従ってください。

（あなた自身が感染を拡げないために）
◆新型インフルエンザについての質問やご相談はこちらへお願いします。
●鹿屋保健所

☎0994-43-3107

●鹿児島県コールセンター

県庁健康増進課

☎099-286-2724
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平成 21 年度

地籍調査実施のお知らせ

平成 21 年度は、下記の 2 地区で地籍調査を実施します。
地籍調査事業は、明治以来の絵図を近代的測量により正確な地図として整備します。これにより大切
な財産を適正に管理できるようになります。
調査の日程については、６月と９月から 10 月までを予定しています。詳細については該当者へ通知
しますので、土地所有者（管理者）の皆様のご協力をお願いします。
※

図中の実線内側が調査の予定地ですが旧字図をもとにおおよその目安として表示しています。

※

国営・県営土地改良事業等が完了しているところは調査はしません。

平成 21 年度
◎調査地区

地籍調査事業の概要

根占山本の一部（92 計画区）

（諏訪上・山本新町・中原・
尾之上・久保下・馬場川）
調査面積

58ha

（宅地23.3ha・農地27.1ha・・
林地7.6ha）
字・筆数

32字

1,024筆

平成21年度

◎問い合わせ先（本庁）
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◎調査地区

根占山本の一部（91 計画区）

（大浜上・大浜中・大浜下）
調査面積

32ha

（宅地7.2ha・農地15.5ha・
林地9.3ha）
字・筆数

20 字

908 筆

地籍調査事業

〒893−2501 南大隅町根占川北226番地
南大隅町役場 税務課地籍調査係
☎ 0994-24-3111（内線 114）

EVENT
お知
らせ

心身障害者相談員について

下記の方々が心身障害者相談員として委
嘱されました。障害についての日常生活上
の問題や日ごろの悩みなどご相談ください。
●岩倉次男さん
根占川南 72 番地
☎ 24-2352（馬場川）

ご注意
下さい

保険証の詐欺に
ご注意下さい。

先日、県内において職員と
名乗り国民健康保険や後期高
齢者などの保険証の更新をし
ようとした事例がありました。
保険証更新は今年も 7 月末

●上薗利昭さん
根占川北 3846 番地１
☎ 24-3742（西本）

に行う予定です。

●牧内ユキ子さん 佐多伊座敷 4095 番地
☎ 26-0039（垂水）

役場保健課へお問い合わせく

おかしいなと思ったらまず

●田原勇一さん
佐多馬籠 1829 番地１
☎ 26-1615（馬籠）

ださい。

お知
らせ

ご注意
下さい

定額給付金の申請はお済ですか？

キオビエダシャクの駆除を
お願いします。

地域経済の活性化のためお早目の申請を！

キオビエダシャクは「蛾」の一種で、幼虫がイヌマキ

4 月から受付を開始している定額給付金

の葉を食害して木を枯らしてしまいます。木を揺らすと

は申請期限が 10 月 1 日までとなっていま

幼虫が糸にぶら下がり落ちてきます。駆除方法は、幼

す。まだ申請がお済でない方はお早めに申

虫に 2,000 倍から 3,000 倍に希釈した「トレボン乳剤」

請をお願いいたします。

を散布します。年間 4 回、4 月上旬、6 月上旬、8 月上旬、
10 月中旬頃、発生し飛び回りますので、定期的かつ地

●連絡先

ご注意
下さい

南大隅町企画課

☎ 24-3111

「ねんきん特別便」に関連した
詐欺にご注意下さい。

「ねんきん特別便」の回答手続きに手数

区毎に、まとまって駆除が必要です。

お知
らせ

人権擁護委員をご存知ですか？

憲法の基調となる国民の基本的人権の尊重。これらを

料をいただくことはありません。

擁護し、見守る民間人による機関が人権擁護委員制度で

●被害事例

す。６月１日は「人権擁護委員の日」と定められ、全国

年金受給者の自宅に「ニセのねんきん特
別便」が届き、基礎年金番号や口座番号を
記入し回答。数日後「回答しなければ受給
している年金が停止になる」といったハガ
キが届き、その電話番号に電話をすると、
その後に男性が自宅を訪問し、あらためて
記入すると手数料 2 万 3 千円を請求され、
不審と思いながらも支払った。
このような不審な手紙・電話・訪問者等が

一斉に「特設人権相談」が実施されます。本町でも下
記の日程で開催されますので、お気軽にご相談ください。
相談は無料で秘密は固く守られます。相談員は法務大臣
から委嘱を受けた方たちです。
◆特設人権相談開設日◆
場所

中央公民館休養室・佐多支所１階会議室

日時

平成21年６月１日（月）10時〜

◆南大隅町人権擁護委員◆

ありましたらその場で対応せず、まず、お

田中小百合（山本新町）松永

近くの社会保険事務所等へお問合せ下さい。

日髙

映地（麓）

裕子（宮原）

村山萬里子（麓）
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南大隅町では、事業所・企業等の活性化及び財政収
入の確保を図ることを目的に、広報「南大隅」に掲載
する有料広告の募集を行います。
■広告例
○企業などの宣伝広告
○企業などの求人広告
○商店などのイベントの告知など

◇広告の掲載規格及び掲載料金

掲載を希望される方は、広告掲載申込書に広告案
を添付して、掲載を希望する広報紙発行日の30日前
（発行月前月の下旬）までに、南大隅町企画課に提出
して下さい。
広告掲載申込書は、役場企画課に準備してあります。

ごみの分別代行いたします！
ごみの分別でお困りの方。
高齢で、ゴミステーションまでごみを捨てにいくのが困難な方。
毎週自宅玄関前までごみ収集にお伺いします。
●廃棄物処理ボックス（コンテナ）の貸出もいたします。
●事業所のごみ収集も行います。
（週 2 回収集で 1 ヶ月 4,000 円〜）
収集回数、ごみの排出量によって金額は異なります。
ご相談ください。少量でもお見積いたします。
（有）産業衛生社
南大隅出張所
☎ 24-4311
※一般廃棄物※産業廃棄物※医療廃棄物（33 種類）
自宅内の片付け・家屋解体等もいたします。

学習塾

ほく し
根占川南 3612
18 部屋全個室

（入居条件）
●要支援 2、介護度 1、2、3、4、5 の認定を受け
認知症のある方
（1 ヶ月の費用）
● 7 万円〜 8 万円程が目安です。

◆介護のことなんでもご相談ください。◆
連絡先 ☎ 0994-24-2014

お問い合わせは
お電話で

ん

☎ 080-2726-2522

早馬元気市
オープンのお知らせ
◎６月６日（土）10:00 開店
粗品進呈 先着 200 名様
（大竹野バイパス 柿迫集落入口）

早馬集落営農組合
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町内公営住宅入居者募集
●根占地区
■蔵団地（２戸）※１月の所得が20万円以上の世帯
のみ入居可能
●佐多地区
■住宅（１戸）※バリアフリー
■伊座敷団地（１戸）
■竹之浦団地（１戸）
■大中尾住宅（１戸）
■辺塚団地（２戸）
応募締切は、５月27日（木）までとなります。申請、
お問合せは下記の通りです。
●抽選日 ６月１日（金）
●南大隅町役場
総務課 ☎24-3111
支 所 ☎26-0511
※申請の際には、所得証明書及び納税証明書が必要
となりますので、添付して下さい。

みなみのこよみ

5月〜6月
日

月

火

水

木

金 土
1 2
３ 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
５月
月
1
7 8
14 15
21 22
28 29

火
2
9
16
23
30

水
3
10
17
24

木
4
11
18
25

日

イベント・相談等
●５/27

心配ごと相談（９:00 〜根占福祉センター）

●６/ 3

心配ごと相談（９:00 〜支所社協）

●６/10

心配ごと相談（９:00 〜根占福祉センター）

金
5
12
19
26

土
6
13
20
27

６月
PUBLIC RELATIONS

青少年のための芸術鑑賞事業についての案内
この事業は、青少年に対し、優れた舞台芸術鑑賞
の機会を提供し、芸術に対する興味・関心を喚起す
るとともに、芸術鑑賞能力の向上と豊かな情操のか
ん養に資するために、鹿児島県などが実施するもの
です。今回は、神山小学校会場において、鹿児島バ
レエ協会の公演が行われます。一般の方々も無料で
鑑賞できます。せっかくの機会ですので、本物の芸
術を触れてみませんか。多くの皆さんの来場をお待
ちしています。
●日時：平成21年５月27日（水）ＡＭ10:00〜
●場所：神山小学校体育館
※演出の関係で、ＡＭ９:40からＡＭ９:55までの間
に入場してください。
■編集・発行

広報南大隅

MINAMIOSUMI

EDITOR'S REPORT

▼編集後記

「A new staff お助けＵさん」
先週久しぶりにＣＤを購入しました。今回は
「SHOGUN」という70年代から80年代にかけ
て活躍していたスタジオミュージシャンによっ
て構成されていたバンドです。
このスタジオミュージシャンという職業はあ
まり知られていないかもしれませんが、アー
ティスト達の意をその場で汲み取り即座に表現
（演奏）やアレンジ（編曲）する方です。
広報紙づくりは、編集者が草稿を受け取り、
原稿として印刷社に入稿しますが、それを製版
原稿という形にアレンジしてくれる「オペレー
ター」さんの存在があります。
こちらの拙い原稿のアレンジ等で助けていた
だいているオペレーターＵさんの存在は、町の
広報紙の表にでることはなかなかないでしょう
が、音楽でいえば旋律、広報紙で言えばレイア
ウトの端々に見え隠れしているのかもしれませ
ん。
広報編集者

鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226番地
南大隅町役場企画課
ＵＲＬ:http://www.town.minamiosumi.lg.jp

TEL 0994-24-3111
FAX 0994-24-3119

