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もうメロメロです
きれいに咲いていました

３月 号 の 心 温 ま る 絵 手 紙
にほっこり
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甑

望所から眺めることができ、また、夜萩円山公園からは鹿島
断崖の大迫力を目の当たりにして、感動することが多々あり
ました。
このような魅力あふれる甑島をたくさんの人にぜひとも感
じてほしいと心から思うところですが、新型コロナウイルス

農薬不使用の桑茶を飲

Ｐ15

行こうよ！図書館へ

みやすく粉末にした笹野

Ｐ16

情報掲示板

製茶の桑茶粉末、毎日の生

Ｐ22

読者のひろば

活のお供にぜひお試しく
コロナに負けず、亀より長
生きするぞ～。
ウミガメさんは、この後、
海へと元気に帰っていきまし
た。また遊びに来てね！
（ペンネーム：竜宮城の乙姫様）

広報紙アプリ「マチイロ」

寂しい思いでいっぱいですが、今は我慢の時。
いつかは皆さんと一緒に甑島の魅力を思いっきり堪能した
（川添[鹿島]）
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◀︎ Android 版

問合先／本庁広報室広聴広報Ｇ（内線 633）

◀︎ iOS 版

ださい。
カフェインがとても少
なく、お子さまからご年配の方まで安心してお飲みいただ
けます。
お菓子作りにも活用できますよ。
笹野製茶
（東郷町南瀬 606）
（42）4950

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！ダウンロードしてぜひご利用ください。

の収束にはもうひと踏ん張りです。
居住する鹿島地域も、ウミネコまつりなどが中止となり、

今月掲載された方のう
ち、 お １ 人 に 笹 野 製 茶 の
ゼント。

島に赴任して２カ月余り、キビナゴやタカエビなどの
海の幸や県内最長の甑大橋の壮大な景色を鳥ノ巣山展

（※読者のひろば、キラリ★ひと・みらい、私の Food 記 対象）

「有機桑茶粉末 50g」をプレ

Ｐ14 【今回より新コーナー】
人のとなりに

担当者の声

いと思っています。

慣れない畑仕事をしたせいで

深発見！さつませんだい歴史文化遺産／
防災トピックス

しょうか。腰を痛めてしまいまし

企業のチカラ／今月の起業人

しん

い い な。 い い な。 お じ い ち ゃ

まちの話題

歳）

Ｐ11

た。

笹原はんじら（

みんなの１１９

んへのお孫さんからの絵手紙の

Ｐ10

キ ャ ッ チ ボ ー ル。 心 が 温 ま る 文

斧渕市営住宅入居者募集／
会期決定 燃ゆる感動かごしま国体 特別国民体育大会

心配して大阪に住む孫娘たちが

絵手紙
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薩摩川内市職員募集

章。きっと、立派な大人になられ

令和３年度

ることでしょう。しっかりとした

Ｐ８

ご家族の絆を感じます。きっとパ

後期高齢者医療制度の対象者の皆さまへ

パ、ママのしつけの良さも。人を

Ｐ６

Ｐ13

突撃レポート！

愛すること、知ること、素晴らし

キジカケル

い広報です。

050（3850）0018
※月曜日～土曜日の 8：30 ～ 17：30
※日曜日・祝日は休み
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歳）

コールセンター

72

おたふく（

■新型コロナワクチン接種

次＞

歳）

やくしょにコール

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。

＜目

Ｓ．Ｙさん（

■広報電話

ていて、面白いなと思いました。
いかにも、がらっぱがいそうな、いつ出てきてもおかしくな
いくらいの雰囲気を持った、神秘的で妖しい場所だと思いませ
んか。
がらっぱにいたずらされるかも知れませんので、必ず２人以
上でお出掛けくださいね。

82

見舞いのはがきを送ってくれまし

樋脇支所

歳）

■各支所など

た。はがきを見たら、急に痛みが

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

可愛どんこどん（

今月号の表紙は、川内川
流域を散策した上で、がらっ
ぱの特集にふさわしい高城
ち ご が ぶち
町の稚 児ヶ渕 を採用させて
いただきました。
稚児ヶ渕の伝説に登場す
る稚児は、高城にある妹背
城の領主の子だったと言わ
れており、ただのおとぎ話
ではなく、歴史にも関連し

引いたような気がします。

がらっぱをたずねて

集

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

孫にはメロメロです。

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。
5115
閉庁日および時間外 0996（23）
■編

読 者 の ひ ろ ば

◎今月の表紙

薩摩川内市
〒895-8650

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。
住所、氏名、連絡先、ペンネーム、メッセー
ジを記入の上、メールなどでお送りください。

（

）

その他、掲載された方には、竹
紙 100 ノート（Ａ５版）をプレゼ
ントします。

▲竹紙100ノート
（中越パルプ工業㈱川内工場提供）
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