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消　防　団　表　彰　（敬称略）

■財団法人県消防
　協会総裁表彰
　功績章

中川　正己（熊野）
榎本　文雄（星原）
春田　止（納官）

■熊毛支部表彰
■町長表彰
　感謝状

本村　修
（前中種子町消防団長）

園中　勝弘
（前納官分団長）　　

本鍋田　清一
（前中央副分団長）

長谷川　文雄
（前増田副分団長）

■町長表彰
　勤続章

中川　正己（熊野）
春田　止（納官）
春田　文博（納官）

功績章と勤続章は 20 年以上の方。
感謝状は退職時に副分団長以上の方。
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まちのわだい

健康づくり標語　最優秀賞作品　※敬称略

部門 学年 氏名 標語

小学校低学年 野間小学校 2 年 上口　知優 お日さまと　いっしょにおきて　朝ごはん 

小学校高学年 岩岡小学校６年 提　莉々華 バキィオジィ　二人で一緒に　ジョギングだ

中学生 中種子中学校１年 園田明花里 健康を　自分で管理　楽しい人生

高校生 種子島中央高校１年 小脇　祐介 笑うこと　誰でもできる　健康法

一　般 中種子町増田 本村　洋子 怒らず　悩まず　朗らかに　楽しく生
く ら

活せば 生涯青春
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まちのわだい
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まちのわだい
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まちのわだい
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まちのわだい
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まちのわだい

『統計の日』の標語を募集します

◎お問い合わせ・提出先　役場企画課企画調整係㉗ 1111 内線 259

年金相談所を開設します

◎お問い合わせ先　役場町民保健課国保年金係㉗ 1111 内線 217 ／鹿児島北年金事務所099(225)5121

水道施設用地として土地の寄附をいただきました
◎お問い合わせ先　役場水道課庶務係㉗ 1111 内線 271

介護保険料の納め忘れはありませんか

◎お問い合わせ・提出先　役場福祉環境課介護保険係㉗ 1111 内線 215
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期日 時間 集　落 場　所

3 月 4 日（火）

9:00 ～ 11:30

上　方

役場
防災センター
第一会議室

横　町

旭　町

松　原

13:00 ～ 16:30

伏之前

栄　町

畠　田

町山崎

阿　曽

3 月５日（水）

9:30 ～ 11:30 牧　川 牧川公民館

13:00 ～ 14:30

浜津脇

浜津脇漁民
センター

上之城

坂　元

竹之川

広　野

15:00 ～ 16:00 平　鍋 平鍋公民館

3 月６日（木）

9:00 ～ 9:30 砂　中 砂中公民館

10:00 ～ 11:30

二十番

みどりの館池之平

深久保

13:30 ～ 14:30 古　房 古房公民館

15:00 ～ 16:00 郡　原 郡原公民館

3 月７日（金）

9:00 ～ 10:00

秋佐野

向井町公民館戸　畑

向井町

10:30 ～ 11:30 中之町 中之町公民館

13:30 ～ 14:30 中　山 中山公民館

15:00 ～ 16:00 大　平 大平公民館

期日 時　間 集　落 場　所

3 月 10 日（月）

9:00 ～ 10:00 原之里 原之里公民館

10:30 ～ 11:30

宝　来

春田公民館春　田

池之向

13:30 ～ 14:30 竹屋野 竹屋野公民館

15:00 ～ 16:00

阿　保

満足山公民館
満足山

高　峯

広ケ野

3 月 11 日（火 )

9:30 ～ 10:30

大牟礼

伊原公民館伊　原

下　田

13:30 ～ 14:30 美　座 美座公民館

15:00 ～ 16:30

向　町

向町公民館
東之町

女　洲

西之町

3 月 12 日（水）

9:00 ～ 10:00 阿高磯 阿高磯公民館

10:30 ～ 11:30
西之山

西之山公民館
輪之尾

13:30 ～ 15:00
田　島

田島公民館
東　目

3 月 13 日（木）

9:30 ～ 11:00

今熊野

熊野公民館
熊　野

新　町

塩　屋

13:30 ～ 14:30 本　村 本村公民館

15:00 ～ 16:00 中　田 中田公民館

3 月 14 日（金）

9:00 ～ 10:00 梶　潟 梶潟公民館

10:30 ～ 11:30
屋久津

屋久津公民館
衣之平

13:00 ～ 14:00 原　尾 原尾公民館

14:30 ～ 15:30 長　谷 長谷公民館
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公
売
結
果

最終出品数 95 件（本町分は 27 件）
落札物件数 91 件（本町分は 27 件）
総売却価額 474,885 円
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各課からのお知らせ▲ ▲ ▲

平成25年度中種子町交通安全教育指導員名簿を掲載しました

◎お問い合わせ先　役場総務課消防交通係㉗ 1111 内線 222

役職名 氏　　名 担当地区

支部長 小牧　幸生 南　界

副支部長 和田　茂 野間下

副支部長 上村　幸男 野間下

会　計 濱崎　秀志 野間上

指導員 山下　孝二 星　原

指導員 笹川　重幸 納　官

指導員 岩坪　静哉 増　田

指導員 日髙　隆則 増　田

指導員 中村　道信 野間上

役職名 氏　　名 担当地区

指導員 石堂　順也 野間上

指導員 美園　輝 野間上

指導員 原口　宗夫 野間上

指導員 中嶋　喜代子 野間上

指導員 日髙　美子 野間上

指導員 平山　信一郎 野間下

指導員 深町　辰夫 野間下

指導員 小島　次雄 油　久

指導員 熊野　春美 南　界

平成 25 年度防犯標語審査結果

◎お問い合わせ先　役場総務課消防交通係㉗ 1111 内線 222

　町防犯組合が、小・中・高校生を対象に防犯標語の作品を募集。審査の結果、最優秀作品と優秀作
品が決定しました（広報紙への掲載は最優秀作品のみ。敬称略）。

部　門 学校名／氏名 作　品　名

小学生低学年の部 納官小学校２年／長田　結里 ぼうはんは　日ごろのとじまり　地いきの目

小学生中学年の部 増田小４年学校／大久保　美海 あいさつで　子供を守る　地いきの輪

小学生高学年の部 野間小学校６年／平野　留衣 戸じまりで　犯罪防止へ　第一歩

中学生の部 中種子中学校２年／半渡　みひろ 一人より　みんなで防犯　大きな力

高校生の部 種子島中央高校１年／日高　香織 「こんにちは」　防ぐ空き巣と　咲く笑顔
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宇宙センターだより 宇宙科学技術館　㉖ 9244
（http://www.jaxa.jp/）
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人口の動き

総人口 8,558 人 (-18) 出生 0 人

男　性 4,041 人 (-  5) 死亡 17 人

女　性 4,517 人 (-13) 転入 18 人

世帯数 4,388 戸 (-  3) 転出 19 人

※（　）は前月との比較（12 月末現在）。

交通事故

交通事故　 町内 島内

発生件数 22 件 (+4) 67 件 (-3)

死者数 3 件 (+3) 5 件 (+5)

負傷者数 23 件 (+2) 71 件 (-9)

※平成 25 年 1~12 月、(　) は前年同時期比較

火事・救急

火事・救急 (町内）　12月中

火　事 4 件 うち建物 0 件

救　急 35 件 うち急病 27 件

いつまでもお幸せに

日付 名前 集落

12/  7
上妻　竜一 本　村

黒木恵利奈 熊　野

12/15
松下　達也 牧　川

外園　明香 上　方

　おくやみ申し上げます

名前 集落 年齢

12/  1 永濵　馨 阿高磯 86 歳

12/  4 山口賢一郎 田　島 64 歳

12/  4 磯俣サカエ 宝　来 97 歳

12/10 吉田　トキ つまべに苑 97 歳

12/10 浦邊　弘 女　洲 92 歳

12/17 永濵　章 阿高磯 82 歳

12/18 南田　時生 旭　町 75 歳

12/22 浦口　哲馬 中　山 83 歳

12/30 田平　哲夫 大牟礼 89 歳

内　訳 金　額
戸別募金 2,044,205 円
法人募金 445,000 円
街頭募金 84,156 円
学校募金 13,130 円
その他募金 460 円
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公立種子島病院　各科診療日　

各科 診察日

眼 科 3（月）、4（火）、17（月）、18（火）

耳鼻咽喉科 6（木）、20（木）

整 形 外 科 毎週火曜日　午前中

休日在宅医当番表

日 病院・医院名

2（日） 松崎医院 ㉓ 2455

9（日） 田上診療所 ㉗ 0325

16（日） 田上病院 ㉒ 0960

23（日） 中種子クリニック ㉗ 3222

包括支援センター　いきいき健康教室
（記載の公民館で実施、伏之前は伏之前住宅集会場で実施）

2 月
よいらーいき 包括

午前 午後 午前 午後

7 日（金） 二十番 伏之前 平　鍋 上　方

14 日（金） 西之町 竹屋野 梶　潟 田　島

21 日（金） 平　鍋 上　方 二十番 伏之前

28 日（金） 梶　潟 田　島 西之町 竹屋野

行事・イベントなど

日 行　事

2（日） 親子ふれあいスポーツ大会 8:00~【中央体育館】

9（日） 第 52 回種子島地区武道大会【中種子町・各会場】

15（土） 第 61 回県下一周市郡対抗駅伝競走大会
( ～ 19 日 )

22（土）
チャレンジ・キッズ「文化体験」(9:00 ～ )
自主文化事業 ( 富良野 G演劇マロース講演
19:00 ～【種子島こり～な】

保健センター　すこやかカレンダー

日 行　事

6（木） ぽかぽか教室 13:00 ～

14（金） 母子手帳交付 13:00 ～

15（土） おやこ食育教室（対象： 油久小）9:00~

20（木） 乳幼児健診

26（水） すこやかマタニティ教室
（保健センター、栄養）18:00 ～

28（金） 母子手帳交付 13:00 ～

予防接種　※接種場所は各医療機関となります。

接種種類 接種期間 接種可能対象者

二種混合 1 月 27 日～ 2 月 1 日 小学６年生

四種混合※ 2 月 10 ～ 15 日 生後 3 カ月～ 90 カ月

MR 混合
1・2 期 2 月 17 ～ 22 日

1 期：生後 12~24 カ月
2 期：H19.4.2~H20.4.1

BCG 2 月 24 日～ 3 月 1 日 生後 3 カ月～ 12 カ月

日本脳炎 2 月 3 ～ 8 日
1 期：H15.4.2~H22.4.1
2 期：H7.4.2~H8.4.1

　今回ご案内していない接種可能対象者で、
接種を希望する方は、保健センターへお問い
合わせください。
※四種混合の対象者は、三種混合とポリオワ
クチンの接種歴の無い方です（三種混合とポ
リオワクチンの接種は必要ありません）。祝
日は除きます。

乳幼児健診　2 月 20 日（木）※保健センターで実施

対象者 受付時間 生年月日

3 ～ 5 カ 月 児 9:00 ～ 9:15 H25.9.19 ～ H25.11.19

９～ 11 カ月児 9:30 ～ 9:45 H25.2.21 ～ H25.3.20

5 歳 児 12:45 ～ 13:00 H20.11.21 ～ H21.2.19



屋久島→種子島

  7:00   7:50

10:00 10:50

15:40 16:30

種子島→屋久島

9:20 10:10

11:50 12:40

16:40 17:30

鹿児島→種子島

  7:30   9:05

７:45 指宿宮之浦 10:50

10:00 11:35

13:00 14:35

15:00 16:35

16:00 17:35

指宿→種子島

08:30 宮之浦 10:50

種子島→指宿

15:00 16:10

種子島→鹿児島

  7:00 8:35

  8:00 9:35

9:20 宮之浦 12:30

11:05 12:40

15:00 指宿 16:55

16:45 18:20


