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●津波警報が変わります・・・・・・・・Ｐ３

防訓練の模様です。根占地区では諏訪神社で行われまし

●図書館へ行こう・・・・・・・・・・・Ｐ１０

た。諏訪神社の並立鳥居は珍しく、たくさんの参拝者が
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訪れています。地域の文化財を大切にしましょう。

８ 連覇を達成しました︒２ 位宮田・

第８回南大隅町駅伝大会が１月

日︑佐多﹁写真の黒木﹂前から南大

登尾チーム︑３位佐多チームが入り

区間︑
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第８回南大隅町駅伝大会

20
大会結果は︑川北チームが優勝し︑

ました︒

沿道からは選手の皆さんの熱い走

りに多くの温かい声援が送られまし

た︒

・

隅町役場本庁舎までの

９㎞で行われました︒

好天に恵まれた当日は︑町内各地

区から６チームが参加し︑錦江湾を

望む海沿いのコースで地区代表の誇

りを胸に健脚を競いました︒
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地域の誇りを胸に力走

●区間賞及び区間新記録
１区

中島

海樹（川南）

２区

小濵

凌雅（宮田・登尾）

３区

石走

法明（川北）

４区

柴田

香織（川南）

５区

黒瀬

謙太（川北）

６区

東

７区

松山

通朗（宮田・登尾）

８区

後藤

菜々子（宮田・登尾）

９区

畦地

真生（宮田・登尾）

宏樹（川北）

10 区

小中原

まりあ（城内・滑川）

11 区

黒木

譲史（佐多）

12 区

福田

剛（川北）

13 区

立神

将貴（宮田・登尾）

14 区

森

香凜（佐多）

※赤文字は区間タイ記録

優勝の川北チーム

■総合成績
優勝 川北チーム
２位 宮田・登尾チーム
３位 佐多チーム
■躍進賞 佐多チーム （前回より１分 52 秒短縮）
■特別賞
森藤ファミリー（兄弟４人出場、竹之浦・郡）
立神ファミリー（親子３人出場、宮田・登尾）
鞍掛ファミリー（親子３人出場、城内・滑川、佐多）
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インフルエンザが流行しています
季節性インフルエンザが流行しています。他の感染症予防にもつな
がりますので、しっかり予防しましょう。
①手洗い・うがいの励行。しっかり石けんで洗いましょう。
②規則正しい生活や、バランスの取れた食生活に心がけ、体力や抵抗
力を維持しましょう。（睡眠・休養・栄養を十分に）
③せきやくしゃみが出るときは、マスクをつけましょう。
④発熱やせきなどがあったら、かかりつけ医に相談して受診するよう
にしましょう。
⑤医療機関受診後は、主治医の指示に従い、熱が下がってもその日か
ら少なくても２日経過するまでは、自宅で過ごしましょう。
また、冬になると増える「ノロウイルス感染症」。嘔吐・下痢の症状が強く出る感染症で、ウイルスに汚
染された食品による食中毒の事例も多く報告されています。
感染の広がりを防ぐには、必ず石けんを使い、流水で手を洗うことが大切です。手洗い後は清潔なタオル
でしっかり水分をふき取ります。このときは、共有のタオルではなく、できれば使い捨てペーパータオルが
適切です。水分がとれない場合や症状が改善しない場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。
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家族、友人とハッスルプレー
いきいき南大隅町バドミントン大会

楽しくプレーする参加者

いきいき南大隅町バドミントン大会が１月
１３日、町体育館で行われ、小学生から一般ま
で１１８人が出場しました。大会の結果は以下
のとおりです。（各クラス優勝チーム）
○高学年親子の部
中徳幸太郎・祐紀
○低学年
〃
新留 久美・日向
○Ａクラス（男子） 内村良樹・福永涼太
○Ａクラス（女子） 炭之原まり子・妃佳理
○Ｂクラス
小濵和美・凌雅
○Ｃクラス
畦地勇輝・川邉努乃

まちの話題

故郷の良さを再確認
南大隅高生マップ作成
南大隅高校課題研究グループの生徒が１月
２５日、町内の観光地などをまとめた「南大隅
よかとこマップ」をネッピー館・なんたん市
場の指定管理者芙蓉商事に手渡しました。こ
のマップは地域貢献の一環として “ 南大隅の良
さをもっとアピールできないか ” と作ったもの
で、生徒の皆さんは「マップを作ったことで自
分達のふるさとの良さを再確認することができ
た」と話しました。作られたマップはなんたん
市場などで活用される予定です。

マップを手渡す南大隅高校の皆さん

みんなで守ろう文化財
文化財防火デー消防訓練

１月２５日の文化財防火デーに伴い消防訓練
が根占地区では諏訪神社、佐多地区では稲牟禮
神社で実施されました。
当日は町消防団、南部消防署、町文化財保護
審議委員などが参加しました。
諏訪神社での訓練

文化財防火デーは、昭和２４年１月２６日に
法隆寺金堂から出火し、国宝「十二面壁画」が
損傷したことを契機に制定されたものです。
訓練では通報・出動から消火まで消防団と消
防署員との連携のとれた迅速な訓練が行われま
した。
空気が乾燥する時季を迎えています。火の元
には十分注意し、火の用心をお願い致します。
稲牟禮神社での訓練
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まちの話題
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発想を豊かに

たのしい、お餅つき
第一佐多中立志式

はまゆう保育所・根占保育園

２月５日に数え年の１５歳を祝う立志式が第
一佐多中学校で行われ、生徒や保護者など約
６０人出席しました。
立志式の記念講演では元鹿児島大学教育学部
教授の内沢達先生が「たのしく学び、たのしく
生きる」と題し、
「ものごとは、いろいろな見方・
考え方ができる。楽しく、自信をもって、自分
の人生を歩んでほしい」と話しました。

１月１２日「はまゆう保育所」、１月２６日「根
占保育園」で餅つきが行われました。
当日は社会福祉協議会「おおくす会」の皆さ
んと一緒に餅つきを行い、園児の皆さんは大き
な杵を重そうに持ち上げ、
「ヨイショ、ヨイショ」
とみんなで声をかけました。また、餅つきの後
にはみんな一緒にお餅をおいしくいただきまし
た。

道具を使い講演する内沢先生（写真左）

大人と一緒に餅をつく園児

図書購入費を寄付
昭和54年度卒業生の皆さんが寄付

飛び出し注意看板の寄贈

２月５日、昭和５４年度根占中学校卒業生代
表の皆さんが母校を訪れ、図書購入のための寄
付金贈呈を行いました。
今年１月に同窓会を開催し、後輩のために何
かできないかと話し合い、今回、図書購入費に
充ててもらおうと寄付を行うことになりまし
た。卒業生の皆さんありがとうございました。

看板を手渡す福永代表取締役

２月４日、鹿屋市の福建設株式会社様より飛
び出し注意看板１０体が南大隅町へ寄贈されま
した。福永代表取締役は「南大隅町で仕事をさ
せていただき、横断歩道に注意看板が少ないの
が気になっていた。子どもやお年寄りなど交通
安全に役立ててもらいたい」と話しました。あ
寄付金を手渡す卒業生代表（写真左から２人）
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りがとうございました。

役場保健課から
「地域支え合い体制づくり事業」とは高齢者や障害
者をはじめ誰もが安心して暮らせるよう、地域で見守
り、支え合うための活動を目指す団体に対し、補助金
を交付する事業です。
今回は、「打詰自治会」の活動を紹介します。

「地域支え合い体制づくり事業」
事例紹介パート１１
〜打詰自治会〜

安心をすぐそばに

打詰自治会は、町指定の避難所まで 4 〜 8 キロ離れており、町の中心地からも遠く離れた地域です。
そこで、地域支え合い体制づくり事業を活用し、公民館の改修と携帯型無線非常通報器「グリップコー
ル」を導入し、独居老人や高齢者の方々を地域全体で見守りサポートする体制を整えました。

辺塚風景

地域の高齢者の方々

グリップコールとは

が少しでも安心して暮

あらかじめ各世帯に取り付けてある無線機を

らせるようになれて良

活用し、緊急時にボタンを押せば、近くの家の

かったです。

無線機に、予め録音した本人の音声が通報され
るものです。

小坂忍自治会長

口腔教室「元気歯つらつ応援教室」を開催しました
平成２４年１１月〜平成２５年１月にかけて６回
コースで「元気歯つらつ応援教室」を開催しました。
いつまでもおいしく楽しく食事ができることで、自
分らしい生活ができるようにすることがこの教室の目
的です。根占地区５名、佐多地区８名の計１３名と参
加者は少なかったものの、だ液がよくでるようにする
マッサージやよくかんで食べる料理づくり、足腰を鍛
える体操教室を取り入れながらすすめていきました。
参加した方は、口の渇きが改善された方もおり、満足さ
れていました。また以前よりお口に関心を持たれ、お口の
機能低下は、生活の質の低下にもつながることを再認識さ
れたようでした。
今後も実施していく予定ですので、お口の渇きが気にな
る方、食事中にむせることがある方等ぜひご参加ください。
包括支援センターでは、介護予防の運動教室や低栄養の
方を対象にした訪問指導等も行なっておりますので、あわ
せてご相談ください。
【問い合わせ先】
包括支援センター 担当：白川 ℡２８−１３３３
Minamiosumi Public Relations, 2013.２
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役場経済課から
全国大会出場おめでとう
全国青年漁業者交流会

全国農業大学生発表大会

最優秀賞を受賞した小浜さん（写真中央）

表彰を受ける川原さん（写真右）

１月１１日に行われた鹿児島県青年・女性漁業者
活動実績発表大会において、ねじめ漁協所属の小浜
洋志さんが最優秀賞を受賞されました。
小浜さんは、カンパチとヒラマサの養殖業を経営
されており、給餌量を減らし早出しを行う研究で成
功した事例を発表し、高く評価されました。
２月２８日から東京で開催される全国青年漁業者
交流大会にも県代表として出場されます。

１月１７日から沖縄県で行われた「平成２４年
度九州地区農業大学校発表会」において、菖栄自
治会の川原良介さんが「受精卵移植を活用した高
能力牛群造成への挑戦」という課題発表で見事最
優秀賞を受賞されました。
川原さんは 2 月 19 日から東京で開催される全
国農業大学生発表大会に九州代表として出場され
ます。

南大隅町認定農業者協議会根占支部
南大隅町農業委員会合同研修会
平成２４年度南大隅町
認定農業者協議会根占支
部と南大隅町農業委員会
の合同研修会が「総合結
婚式場

二川」で 1 月

２４日に開催され、農業
委員や認定農業者など約
６０人が参加しました。

笑顔の大切さを語る野口さん

研修会では農業者年金制度や農地の利用状況報告、本年度の家族経
営協定の締結などの説明や報告が行われました。
また、講演会ではＭＢＣタレントの野口たくおさんが「元気があれ
ばなんでもできる」と題し、笑いあり、感動ありのすばらしい講演で
出席者全員が元気をいただき明日からの仕事の糧となりました。

第７回南大隅町畜産振興大会が開催されます
日時
場所

平成２５年３月７日（木）午前１０時〜
鹿児島きもつき農協根占支所大ホール（２階）

南大隅町子牛のセリ市情報〔平成２５年１月〕
地 区
根占地区
佐多地区
肝属地区

総頭数
108 頭
50 頭
1,615 頭

売却頭数
72 頭
44 頭
1,399 頭
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総平均
メ ス
去 勢
423,278 円 375,719 円 461,325 円
411,295 円 379,607 円 466,750 円
420,676 円 384,718 円 450,823 円

※価格は売却分
（税抜価格）

肝属全体前月比：949 円高

役場税務課から
乗っていないバイクやトラクター、
軽自動車等はありませんか？
軽自動車税は毎年４月１日現在で登録されている所有者（使用者）に課税
されます。下記の場合には手続きが必要です。

◎壊れたり・使わなくなった車両を、手続きをしないといつまでも課税されます。
※廃車の手続きは原付・小型特殊は役場税務課へ届け出てください。その他の軽自動車は軽自動
車協会または販売会社などで手続きしてください。
◎譲り渡した、譲り受けた場合も、名義変更をしなければ、元の所有者に課税されます。

軽自動車税の申告忘れはありませんか？
フォークリフトなどの小型特殊自動車や乗用装置のあるトラクター、コンバインなどの農耕作業
用自動車は、軽自動車税の課税対象です。
ナンバープレートの交付を受けてください

◎乗用装置のあるトラクター・コンバイン・田植え機は、軽自動
車税が課税されます。
（申告必要）
◎軽自動車税は、所有していることに基づいて課税されますので、
公道を走行しない（田畑でしか使用しない）車両でも、課税さ
れます。

？

滞納は放置せずやむを得ない事情のある人は
必ず納付相談を！
問１

ストップ滞納！

町税を納め忘れて納期がすぎてしまったわ？このままほっと

いて大丈夫かしら・・
答１

いいえ大丈夫ではありません。このまま納税がなければ、納

期限後 20 日以内に督促状が発送されます。それでも納付がなけれ
ば財産の差押などを行い、滞納している税金に充てていきます。
問２

町税を滞納していることはわかっているんだけど、他の借金

（住宅・教育ローンなどの債務）があって納付ができないんです、
どうしたらいいの？
答２ 「税金は全ての債務に優先する」と法律で定められており、
個人の債務（借金）より税金が優先されます。さまざまな事情はあ
るでしょうが、ほとんどの人が納期内に納付しています。

【問い合わせ先】
◆２月に納める税
◎国民健康保険税 ６期 役場税務課 ℡２４−３１１６（直通） 支所住民グループ ℡２６−０５１１（代表）
Minamiosumi Public Relations, 2013.２
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役場町民福祉課から
新成人のみなさん
歳になったら国民年金に加入を！

老後を支えます
老齢基礎年金

20
国民年金（基礎年金）
３つのメリット
加入者が亡くなった時、
配偶者と子を支えます
遺族基礎年金
国内に居住する
歳以上

20

歳未満

の す べ て の 人 は 国 民 年 金 に 加 入 し︑

国民年金の保険料を納めることにな

ります︒

収入等がなく保険料の支払いが

困 難 な 場 合 は﹁ 学 生 納 付 特 例 制 度 ﹂

歳未満︶などの保険料免除制度

30

︵学生のみ︶︑﹁若年者納付猶予制度﹂

︵

があります︒

公的年金制度は︑現役世代が納め

る保険料で高齢者の方の年金を負担

するという﹁世代と世代の支え合い﹂

20

が基本です︒

歳になった時の国民年金の手続

きについては役場年金係または︑鹿

屋年金事務所までお問い合わせくだ

さい︒

︱５１２１

42

鹿屋年金事務所国民年金業務課

℡０９９４︱

︱３１２５︵直通︶

24

◎町民福祉課年金係

℡

︱０５１１︵代表︶

◎役場支所住民グループ

℡
26

︻問い合わせ先︼

病気やけがで障害の状態
になったときに支えます
障害基礎年金

60

３月は自殺対策強化月間です
大切な人の悩みに気づいて
自殺は、様々な問題を抱えて追い込まれた末の死といわれています。
例年、月別自殺者数の最も多い３月を「自殺対策強化月間」と定め、重点的に広報・啓発活動を展開しています。
全国では１年間に約３万人、県内で約 500 人、大隅地域（肝属・曽於）で約 80 人が自ら命を絶っています。
県内でも大隅地域は自殺率の高い地域です。
私たちは日々いろいろな悩みを抱えて暮らしています。身近な人・大切な人の悩みに気づき、声をかけ、
話を聞いて、必要な支援につなげ、見守っていくことが大切です。

相談窓口

気づき

つなぎ

家族や仲間の変

早めに専門家に

化に気づいて声

相談するように

をかける

促す

傾聴

見守り

本人の気持ちを

温かく寄り添い

尊重し、耳を傾

ながら、じっく

ける

りと見守る
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○役場町民福祉課
℡２４―３１２５（直通）
○大隅地域振興局 保健福祉部
健康づくり ℡０９９４―５２―２１０５
精神保健福祉 ℡０９９４―５２―２１２４
○鹿児島県精神保健福祉センター
℡０９９―２１８―４７５５
○鹿児島県自殺予防情報センター
℡０９９―２２８―９５５８
○こころの電話
℡０９９―２２８―９５６６
℡０９９―２２８―９５６７
○いのちの電話
℡０９９―２５０―７０００

教育委員会から

図書館へ行こう！

Ｌｅｔ ' ｓ ｇｏ！
おススメ COMICS

水曜日は１０冊ＯＫ！

ゴルゴ１３
根占図書館では、毎週水曜日を 19：00 まで

さいとうたかお

「俺の背後に立つな・・」の

開館しています。また、17 時以降については、

セリフで有名な長編のゴルゴ

貸出も一人 10 冊まで OK です。

13 シリーズから、
「作者」
・
「読
者」・「著名人」が選んだ珠玉

大人に読んで欲しい漫画
勢ぞろい！（根占図書館）

の 13 話がそれぞれ 1 冊にま
とめられています。

ポーの一族

萩尾望都

今年度の資料購入テーマ課題の１つであった

別冊少女コミックで 1972 年

中高年向けの漫画７０タイトルの入荷が終わ

〜 1976 年連載。吸血鬼を題

り、棚にならんでいます。是非あなた向けの１

材にした作品で、時系列ごと

冊を探してみてはいかがですか？

のエピソードとなっていま

１２月〜１月にかけての入荷（抜粋）

す。男女問わず読み応えのあ

●加治隆介の議（弘兼憲史）／● MASTER キー

る作品！

トン（浦沢直樹）●釣りキチ三平（矢口高雄）
／●花の慶次（原哲夫）／●地球 ( テラ ) へ・・・

柔道部物語

全３巻

小林まこと

全 11 巻

（竹宮恵子）／●うる星やつら（高橋留美子）

中学まで吹奏楽部だった三五十五

／●沈黙の艦隊（かわぐちかいじ）／●がんば

がひょんなことで柔道部に入部、

れ元気（小山ゆう）／●ジョジョの奇妙な冒険

全国制覇までの道のりが描かれた

（１〜３部）（荒木飛呂彦）／●俺の空（本宮ひ

ストーリー。小林まこと独特の
キャラと作中ではなんと、
「根占

ろ志）

農業高校」が登場！

飼い主を募集しています
教育委員会及び小学校では、平成２５年３月末の小学校統合に伴い、閉校となる小学校で飼っている下
記の動物等を貰ってくださる方を募集します。
（平成２５年１月１日現在で貰い手の見つかっていない動
物等が対象になります。）
※対象の動物等は、長年、学校で飼っているため高齢です。また、にわとり、烏骨鶏につきましては、産
卵はしませんのでご注意ください。

にわとり
烏骨鶏 魚類
備考
宮田小 オス１、メス１ 不明 1 21
金魚 20、鯉１
登尾小
メス 2
9
金魚 1、メダカ 8
城内小
メス 4
竹之浦小
オス 2
大中尾小
10
金魚、鯉
○申込締切 平成２５年３月１５日（金）まで
【申込み・問い合わせ先】
各小学校または教育委員会教育総務課学校施設係

連絡先
２４―２３３０
２４―２３９２
２４―２２４０
２６―１２３３
２６―４００３

℡２４―３１４３（直通）
Minamiosumi Public Relations, 2013.２
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教育委員会から

いないため︑スクールバスと離合

の際は︑十分な徐行・減速につい

子ども達の安全な登下校に
ご協力をお願いいたします

スクールバスの運行について

年４月から小学校統合に

時に事故がおきないよう﹁乗降

平成

新一年生や低学年の児童も利用

補助員﹂の乗車を検討していま

てご協力をお願いいたします︒

しますので︑停車中のスクールバ

す︒﹁ 乗 降 補 助 員 ﹂ と し て 働 い

より︑小学生もスクールバスを利

ス周辺では︑減速・徐行を行うな

ていただける方は教育総務課ま

※児童生徒がスクールバスの乗降

どスクールバスの安全な運行と児

で連絡をお願いします︒

用します︒

童・生徒の安全な登下校にご協力

をお願いいたします︒

南大隅町教育委員会

︻問い合わせ先︼

山小学校前の通学路は︑徒歩の児

教育総務課

また︑登下校の時間帯には︑神

童に加えスクールバスが通行しま

℡
︱３１４３︵直通︶

す︒道幅が狭く歩道が整備されて
24

25

「学校跡地施設活用方針検討委員会」実施
１月１０日、３月末で閉校となる９校の小学校跡地活用策を検討するため、校区公民館長やＰＴＡ会長
など各校区代表を交えた検討委員会を開催し、約５０人が参加しました。
これまで町政座談会等において地域から出された意見要望等を含めて協議検討いただきました。
協議の結果以下のような活用策の意見がありました。
①閉校直後の活用策
・災害時の避難所機能の充実・確保
・校区公民館活動拠点施設
・子どもの遊び場として校庭開放
・地域行事、スポーツ利用への開放
・余裕教室等の貸付
②今後検討すべき活用策
・高齢者障害者福祉施設の誘致（売却・貸付）
・企業誘致（売却・貸付）
・地域支え合い体制づくり事業の拠点施設
・埋蔵文化財等の保管・展示施設
検討委員会の様子

・ものづくりなど産業振興のための施設
・文化芸術活動の活動施設・拠点施設

今回、出された意見をもとに今後小学校跡地について検討を進めてまいります。
【問い合わせ先】 財産運用課
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℡２４―３１２０（直通）

南 大 隅 町 長・ 南 大 隅 町 議 会
議員選挙立候補予定者説明

※その他︑佐多岬コース︑内之浦コー

スも実施されます︒詳しくはお問
い合わせください︒
︻問い合わせ先︼
鹿児島交通株式会社指宿営業所

必ず

︱２２１１

鹿児島県の最低賃金

使用者

℡０９９３︱

チェック最低賃金！
も労働者も

確定申告は正しくお早めに

確定申告が始まりました︒平成

年分の所得税の税務署が開設する申

日から３月

日までとなっ

告会場の受付︑相談期間は︑平成

年２月

ています︒

所得税は︑納税者自身が所得金額

や税額を正しく計算して納税する申

に申告をお済ませください︒

なお︑国税庁ホームページ︵

※自動音声案内

℡０９９４︱ ︱３１２７

鹿屋税務署

︻問い合わせ先︼

ださい︒

作成ができますので︑是非ご利用く

の︑﹁ 確 定 申 告 書 等
www.nta.go.jp)
作成コーナー﹂で簡単に申告書等の

http://

かかる場合もありますので︑お早め

と︑申告会場は大変混雑し︑長時間

きます︒申告期限が間近になります

確定申告書の提出は︑郵送等でもで

納税は︑期間内にお済ませください︒

告制度を採っていますので︑申告と

24

25

会のお知らせ

﹁魅惑の南鹿児島周遊バスツ
アー﹂のお知らせ

鹿児島県の最低賃金が改正されま
した︒

また︑特定の産業には左記のとお

南鹿児島湯ったり船旅きばれ交通
ネットワーク協議会︵鹿児島県・指

り特定︵産業別︶最低賃金が定めら

年

18

年４月 日︵日︶に執行さ

日︵月︶

宿市・南大隅町︶委託事業﹁バスと

れています︒

七〇〇円 ︵平成

日発効︶

15

平成
れる南大隅町長選挙及び南大隅町議
会議員選挙の立候補予定者説明会を
次のとおり行います︒
立候補届出に必要な書類もお渡し
しますので︑立候補あるいは立候補
者の推薦を予定されている方は︑必

年３月

ずご出席ください︒
◎期日
平成
○町長選挙立候補予定者説明会

フェリーなんきゅうで巡る魅惑の南

時間額

六八〇円 ︵平成

○百貨店︑総合スーパー
時間額

七二四円 ︵平成

○自動車︵新車︶小売業
時間額

︻問い合わせ先︼
賃金室

日発効︶
13

℡０９９︱２２３︱８２７８

鹿児島労働局

月

日発効︶

年

月

10

時から

六五四円 ︵平成

○鹿児島県最低賃金︵地域別最低賃金︶
時間額

鹿 児 島 周 遊 バ ス ツ ア ー﹂︵ 予 約 制 ︶
が実施されます︒

月８日発効︶

12

午前

22

○電気機械器具製造業関係

年

月

12

南大隅町中央公民館２階大会議室
○町議会議員選挙立候補予定者

◆南薩コース
南薩摩の名所と池田湖を巡る旅
根占港↓山川港↓西大山駅↓番処

年

24

21

説明会
午後２時から
南大隅町中央公民館２階大会議室

日︑

24

19

鼻↓釜蓋神社↓池田湖↓今和泉島津

代・入園料込︶
三五〇〇円︵４歳以上就学前幼児
は一二〇〇円︶

42

24
24

12

別邸跡↓活お海道↓山川港↓根占港
○運行日 ３月３日︑ 日︑

17

︻問い合わせ先︼
︱３１１１︵内線２２２︶

日

10

14

18

南大隅町選挙管理委員会
℡

日︑

24
○参加費用︵バス・フェリー・昼食

20

25

25

10

24

お知らせ
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

12

Minamiosumi Public Relations, 2013.２

婚姻月日 自治会

町の動き

名

ご結婚おめでとう︵敬称略︶

氏

都合により
掲載できません︒

母 出生月日
自治会

お誕生おめでとう︵敬称略︶

父

から外国人の数も含まれています。

名

※住民基本台帳法の改正に伴い１０月

氏

4,038 人
4,724 人
8,762 人
4,422 戸

都合により
掲載できません︒

男
女
合計
世帯

﹁ 町 の 動 き ﹂ で は︑ 役 場 町
民福祉課窓口等で申出のあっ
た方のみを掲載しています︒
他市町村で届け出した方で
も︑希望があれば掲載します
のでご連絡ください︒

町の人口

名
年齢 自治会
月
日

お悔やみ申し上げます︵敬称略︶

氏

都合により
掲載できません︒

町内公営住宅入居者募集
●根占地区
■滑川住宅（２戸）
●佐多地区
■伊座敷団地（２戸）
■竹之浦団地（２戸）
■上之園第一団地（２戸） ■川田代団地（１戸）
■大泊団地（１戸）
■麓住宅（１戸）
■大中尾団地（１戸）
●応募締切は、２月２８日（木）までとなります。
申請、お問い合わせは下記の通りです。
●抽選日
３月５日（火）
●役場財産運用課 ℡２４―３１２０（直通）
支所 ℡２６―０５１１（代表）
※申請の際には、所得証明書と納税証明書が必要と
なりますので、添付してください。

保健・検診

町社会福祉協議会
月

日

時

心配ごと相談日

間

場

所

2 月 27 日（水）9：00 〜 12：00 根占老人福祉センター
3 月 6 日（水）9：00 〜 12：00 佐多保健センター
3 月 13 日（水）9：00 〜 12：00 根占老人福祉センター
3 月 21 日（木）9：00 〜 12：00 佐多保健センター

■２月〜３月

２月 22 日（金） 健康講座

２月 25 日（月）ＭＲ予防接種 16：00 〜 郡診療所
２月 28 日（木） 健康相談

9：30 〜 石蔵

３月 5 日（火）四種混合予防接種 13：30 〜 根占保健センター
３月 6 日（水） 3 歳児健診

在宅当番医

10：00 〜 辺塚小学校

13：00 〜 大根占保健センター

9：30 〜 佐多保健センター
３月 7 日（木）
四種混合予防接種 16：00 〜 郡診療所
育児相談

３月 8 日（金） 健康相談

10：00 〜 おおすみ岬漁協佐多岬支所

３月 13 日（水） 乳児健診

13：00 〜 大根占保健センター
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月

日

当番医院名

電話番号

２月２４日

藤崎クリニック

22-2238

３月 ３日

大根占医院

22-2658

３月１０日

長浜医院

22-0137

３月１７日 じょうさいクリニック 24-2977
３月２０日

肝属郡
医師会立病院

22-3111

※諸事情により変更となる場合がありますの
で来院の前にお問い合わせください。

年もあらたまった１月５日、恒例となった「錦江町新春
書き初め会」が錦江町中央公民館で行われました。書き初
めの前に、南大隅高校書道部がパフォーマンスを披露しま
した。書き初めでは錦江町はもちろん、南大隅町や鹿屋市
から合計６０名もの参加
があり、参加者は、自分
で決めた言葉を思い思い
に書きました。そこで制作した小中高生や一般の方の作
品やパフォーマンスの大作が、錦江町文化ホール町民
ギャラリーで展示されました。

本校の家庭クラブ活動
本校家庭クラブでは、ボランティアを中心としたさまざまな活動を行っています。そ
もそも家庭クラブとは、高等学校で家庭科を学習する生徒が組織するクラブのことをい
い、学校や地域社会の改善を目指して、家庭科で学習した知識や技術を生かし、実践活
動を行うものです｡ 本校では、こうした活動を生徒みんなで積極的に取り組んでいこうと、
現在「１人１回ボランティア活動参加の推進」と「ボランティアポイント制度」を導入して、
ひとりでも多くの生徒に活動に参加してもらうための実践を行っています。「ボランティ
アポイント制度」では、１回の活動参加＝１ポイントとし、年間を通じてたくさんのポ
イントを集めた生徒には、
『感謝状』の表彰も行っています。この制度により、年間１０
ポイント以上集める生徒も出ています。今後も地域の高校生として、私たちの力で何か
できることを、地域のために取り組んでいけたらと思います。主な家庭クラブの活動は
次の通りです。

独居老人宅訪問

保育園 ･ 福祉体験学習

地域行事でのボランティア

公務員合格
私は鹿児島県警察事務に合格することができました。
受験の為の勉強は覚えなければならないことが多く、初めて学ぶ
内容もあったので大変でした。しかし、家族や友達が応援してくれ
たので頑張ることができました。
４月からは、自分の仕事にしっかり責任を持ち、県民が安心・安
全に暮らせるよう勤めていきたいです。
笹原明日香（根占中出身）

２０１３
２月号
今回は新春書き初め会・家庭クラブ活動・公務員合格につい
てお知らせします︒

毎月の地域清掃活動

南大隅高校だより

新春書き初め会でパフォーマンス

町内各所に「学校便り」も配布していますのでご覧ください。また HP もご覧ください。
http://www.edu.pref.kagoshima.jp/sh/Minamiosumi/
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野焼きの禁止について

野焼きとは︑法律で定められ

た焼却炉を用いずに廃棄物を焼

却する行為のことをいいます︒

一千万円以下の罰金若しくは５

年以下の懲役に課せられます

しかし︑野焼きの例外として左

記のものは認められています︒

○農業︑林業︑漁業を営むため

にやむを得ないものとして行

われる焼却

実 技

㊏は夕方６：00〜
㊐は昼１：00〜

土・日のいずれか
半日受講

㊎㊊は夕方６：00〜 ㊏㊐は終日

３／16 17

○たき火︑その他日常生活を営

ペア 70,300 円
通常 74,000 円

む上で通常行われる廃棄物の

︵特殊︶

15 才９ヵ月
より受講可

たった
１日半で取得！

軽微な焼却

３／15 16 17 18

距離５海里 通常 124,000 円

水上バイク

○風俗慣習上又は宗教上の行事

20

学 科

15 才９ヵ月より
受講可
ペア 117,800 円

ｔ未 満

距離無制限

ペア 139,650 円
通常 147,000 円

学科会場：南大隅町内にて予定
実技会場：古江港（鹿屋）

学 科

１級
2級

17 才９ヵ月より
受講可

を行うために必要な廃棄物の

焼却

○国又は地方公共団体がその施

設の管理を行うために必要な

廃棄物の焼却

○ 震 災︑ 風 水 害︑ 火 災 ︑ 凍 霜 害 ︑

その他の災害の予 防 た め の 焼 却

町民福祉課には野焼きに関す

る 苦 情 が 頻 繁 に 寄 せ ら れ ま す︒

例外として認められる場合で

あっても︑近隣住民の皆様に迷

惑をかけないよう︑風向き・時

間等を考慮し︑洗濯物が干して

ないなどのときに少量ずつ焼却

するなど配慮していただきます

ようお願いいたします︒

ボート免許取得!!

お得！
ア割
Ｏ割
Ｇ
Ｏ
Ｇ
以上）

５％引

お友だちとペ
才
（55

お友だち

名様

３ 以上

７％引 資
資料送ります。

当日の受付します！

免許更新・
：00〜
３／16 17 ㊏は夕方６
船 失効講習会 日時３／３
㊐は昼１：00〜
8,900
実 技 ３／
会場：ネッピー館
／17 日中の２時間
17,500

写真
撮ります！
サービス

学科

更新 朝10：00 〜

円

失効 朝 9：30 〜

円

お電話下さい。

ＴＥＬ.０９９４−４３−２８５３
ＴＥＬ.
０９９４−４３−２８５３
マリンスクール
代表

重信 良広

〒 893-0064

鹿屋海技

鹿児島県鹿屋市西原２-11-11

鯉のぼり、のぼり旗、ひな人形大特売！

ひろくま
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真心と誠意の
総合葬祭

ΣР̸͗
愛・まごころ

Lumiere
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■編集・発行
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鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226番地
南大隅町役場企画振興課
ＵＲＬ:http://www.town.minamiosumi.lg.jp/

ᲬᲫ࠰ᲭஉᲬᲮଐ ˞ఄࡸ

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

ありがとう
我が母校⑨

南 大 隅 町 で は︑ 平 成 年 ４ 月 に
小学校統合を控えています︒
今月の﹁ありがとう我が母校﹂は︑
辺塚小学校を掲載します︒
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