号

今月掲載された方のうち１人に、
崎原製茶の「水出し紅茶」と「水出し
煎茶」のセットをプレゼント。
緑茶、紅茶、烏龍茶に加え、鹿児
島の焼酎用の黒麹・黄麹で発酵させ
たプーアル茶など、新しい製茶にも
取り組んでいます。
その他、掲載された方には、竹ノー
ト（A5 版）をプレゼントします。

▲写真はイメージです。

崎原製茶（五代町 471-1）
（22）3893

35

おじいちゃんの家のワンワンとハイポーズ！
(あーちゃんパパママ)
【提出・問合先】＝本庁ひとみらい政策課（内線 4741）
hitomirai@city.satsumasendai.lg.jp
結婚・出産・就職時の記念写真や家族で撮った写真
など、皆さんからの投稿をお待ちしています。

題名｢初めて撮ったハマボウ｣
(ありあけぎばち)

とっておきの一枚
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問合先／本庁広報室広聴広報Ｇ（内線 633）

薩 摩川内市神田町３番

（西園)

▲ iOS 版

薩摩川内市広報室内

です。

▲ Android 版

行

が、遅くまでブロックで遊ぶいい大人の自分が・・・大好き

読 者 の ひ ろ ば

に言われるくらいになりました。7月で44歳になりました

所

に「パパ、いつまでブロックで遊んでるの。寝ないの？」と逆

住

で深夜まで没頭していることもしばしばで、最近では、息子

（フリガナ）

に自分の中のテーマとマッチしてしまい、それからは、１人

22

今月 の プレゼント

歳）

広報薩摩川内をより身近に提
供できるように、スマートフォ
ン用アプリ｢マチイロ｣による配
信を始めました。
無料アプリをダウンロードし
て登録すると、スマートフォン
やタブレットで、広報薩摩川内
を読むことができます。ぜひご
利用ください。

（パンダ・

スマホアプリ｢マチイロ｣で
市広報紙の配信を始めました。

キラリ★ひと・みらい

氏 名

読者のひろば

62

い。

電話番号

Ｐ26

84

８ ６ ５ ０

貼付くださ

ペンネ ーム

情報掲示板

62 円 切 手 を

歳

Ｐ20

８９５

郵送の際は

年齢

地域おこし協力隊

いつもの市内のすてきな景色も

Ｐ19

良いですが、たまにはこんな手書

企業のチカラ

６月 日号の表 紙 に び っ く り

Ｐ18

突撃レポート！

国体をみんなで盛り上げよう

キジカケル

きのイラストの表紙も良いと思い

Ｐ16

ました。

まちの話題

10

10

日号の広報薩摩川内を見

Ｐ14

10

６月

農業委員会だより

てびっくりしました。

り、自分の発想次第で何でも作れるというコンセプトが、妙

Ｐ12

来年開催予定のかごしま国体を

にあらためて感動しました。与えられた形のあるおもちゃよ

応援します！光り輝くゴールド集落

盛り上げようと、リハーサル野球

人で懐かしくガチャガチャ遊んでいると、その自由度の高さ

Ｐ11

歳）

児用のレゴブロック(デュプロ)を引っ張り出し、３

その願い在宅医療でかなうかもしれません

（小豆大好き・

る日、ふと思いつき、息子と娘が受け継いできた幼

Ｐ10

大会を総合運動公園野球場に観戦

あ

（冨森）

障害者福祉制度の紹介

雨の日の思い出

く親しみやすい記事作りに努めたいと思います。

Ｐ８

に行きました。

たくさん食べて元気をチャージ！新しい紙面でも、読みやす

35周年見どころ満載！川内歴史資料館

日

ゴーヤーチャンプルーが食べたくなりました。旬の夏野菜を

Ｐ６

６月

としたゴーヤーを見ていたら、卵とツナとで炒める

とらいあんぐる

ちょうど、福岡県と大阪府の代

月号から、紙面デザインをリニューアル。表紙の青々

Ｐ４

表 チ ー ム が 対 戦 し て い ま し た が、

今

「今月より新コーナー」私のFood記

は雨が降っ

担当者の声

～８月31日は野菜の日～

場内に活気が見られませんでした。

https://www.city.satsumasendai.lg.jp

ていたので、

■市ホームページ

Ｐ３

人を育む野菜の恵み

歳）

0120（894）256
＊夜 間救急当番医や水道サービスセンターの情報
が電話で確認できます。

最初は、何の雑誌が届いたのか

やくしょにコール

Ｐ２

次＞

それもそのはず、あんなに広い野

■広報電話

＜目

80

（ヨッチャン・

水道局

畑にも行け

消防局

ず、家で休

鹿島支所

分かりませんでしたが、中を開い

下甑支所

てみるといつものなじみのある広

上甑支所

球場に観客がわずかしかいなかっ

里支所

たからです。あれでは選手も盛り

祁答院支所

みながら花

東郷支所

報紙で、表紙に関連した記事もあ

入来支所

上がりません。

■各支所など
〒895-1292 樋脇町塔之原1173
0996（37）3111    0996（37）2252
〒895-1492 入来町浦之名33
0996（44）3111    0996（44）3117
〒895-1106 東郷町斧渕362
0996（42）1111    0996（42）0767
〒895-1595 祁答院町下手67
0996（55）1111    0996（55）1021
〒896-1192 里町里1922
09969（3）2311    09969（3）2912
〒896-1201 上甑町中甑481-1
09969（2）0001    09969（2）1490
〒896-1696 下甑町手打819
09969（7）0311    09969（7）0753
〒896-1392 鹿島町藺牟田1457-10
09969（4）2211    09969（4）2672
〒895-0072 中郷町5031-1
0996（22）0119    0996（20）3430
〒895-0074 原田町22-10
0996（20）8500    0996（20）8512

の絵を描き

本庁企画政策部広報室
（内線632・633）
koho@city.satsumasendai.lg.jp
樋脇支所

り、納得しました。

集

歳）

表紙は、８月 31 日が野菜の
日ということもあり、夏野菜の
定番ゴーヤーを採用しました。
栄養豊富で夏バテ防止効果もあ
り、本市の推奨品目にも指定さ
れています。今号は野菜の日の
記事があり、新コーナー「私の
Food 記」では、ゴーヤー料理が
紹介されています。

選手たちのためにも地元で開催

夏野菜の定番
（雪次郎・

■編

ました。

鹿児島県薩摩川内市神田町3-22
0996（23）
5111
0996（20）
5570
0996（22）8115（直通）
＊音声案内後に内線番号を押してください。
閉庁日および時間外
0996（23）
5115

される国体をみんなで盛り上げて

◎今月の表紙

薩摩川内市
〒895-8650

大成功に導きたいです。

行

よく見ると、 薩｢摩川内 の｣字も
手書き風だったり、 ６｢月 の｣表示
も漢字になっていたり。

■発

2019.8.10 広報 薩摩川内 26

