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安全安心なまちを目指す

４月１日・６日、
『春の地域安全運動』の一環とし

3

My
town
topics

市内の話題や出来事などを写真を交えて紹介します。

心一つにリレーマラソン

80

て、ニシムタ前とミネサキ前で街頭キャンペーンが

行われました。キャンペーンには安全・安心活動推

進モデル地区に指定されて

いる本町２丁目の自治会や

名が参加。
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防犯協会、串間警察署、市

役所などから

参加者たちは、買い物客に

声を掛けながら、啓発グッ

地域を守ろう
平成27年度と28年度で本町２丁
目は安全・安心モデル地区に指
定されています。年に４回、４
月と12月にスーパー前でキャン
ペーンを行っていて、今回は地
区から8人が参加しました。声
掛けやチラシなどを配ることで
防犯に役立ってほしいですね。

80

セット

よういち

洋一さん

ズやチラシなど約

林

を手渡し、空き巣や車上狙

はやし

い、特殊詐欺防止などの呼

福島地区・本町 2 丁目自治会長

びかけを行っていました。

日、青松山法泉寺で『みかん山大師祭り』
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名

都井小学校のお友だちチームで
参加しました。３時間は長かっ
たけど、みんなで力を合わせて
30周近く走ることができました。
最後の登り坂はきつかったです
がみんなの声援が力になりまし
た。来年はもっとメンバーを増
やして、また参加したいです。

健康ウォークで春を満喫

また走りたい

４月３日、市総合運動公園で『第３回串間さくら

人以内のチームで

ドリーム６の皆さん

3

時間走

都井小学校

15

26

日、
『第５回福島川お花見ウォーキング』

リレーマラソン』が開かれました。 チーム約

いい汗かけた
健康づくり推進員をしているの
で、積極的に参加しています。
今日は風も穏やかで気持ちよく
歩けました。桜が咲いていなか
ったのは残念でしたが、沿道の
菜の花がとてもきれいでした。
健康のために、もっとたくさん
の人に参加してほしいですね。

３月

が開催され、約１５０人が参加しました。
「健康増

のランナーが参加し、思い思いのペースでリレーマ

たすきをつなぎ、１周１㎞

進」「メタボ解消」
「医療費削減」を目的に串間元気

と４㎞のコースに分かれ蔵

の周回コースをチームのメ

ラソンを楽しみました。大

元橋河川敷を出発。福島川

ンバーらが交互に

クラブが開催しており、今

沿いの桜づつみロードの桜

り続け、周回数を競い合う

会は、

は咲き始めといったところ

年で５回目。参加者は８㎞

でしたが、参加者たちは沿
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イベント。ランナーたちは、

けい こ

恵子さん

仲間や家族に声援を受けな

そう

宗

道の菜の花や景色を楽しみ

こ

がらチーム一丸となって

え

ながら、思い思いにウォー

み

ゴールを目指していました。

かわぐち

川口 美枝子さん

5

石仏に会いに来ませんか

４月

が開催されました。熊本県を中心とした地震の影響

17

都井地区在住

キングを満喫していました。

日、市文化会館で『平成 年度串間市消防

28
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新たに 名の団員が入団

４月
10

サイクリングの魅力満喫

10

日、市総合運動公園を発着点に、『はじめて

48

４月

団入退団式』が行われました。今年度は、 人が退

もあり、歌や踊りなどは自粛して行われませんでし

たが、おにぎりや豚汁など

の食事の振る舞いや、震災

追悼の思いを込めた琴の演

奏などもあり、多くの人が

訪れていました。他に四国

たまたま串間に帰ってきたら、
お祭りがあるということで家族
で参加しました。この場所は、
母が私を妊娠している時、お坊
さんにお腹をさすってもらった
お寺ということもあり、きれい
になっていてうれしかったです。
お祭りも盛大で楽しかったです。

巡礼八十八カ所にちなんだ

お

トレッキングコースも整備

ま

されていて、参加した皆さ

もり た

盛田 真央さん
整備に驚いた

んは汗をかきながら急な山

都井岬へ訪れた皇太子さま
串間土木事務所高橋所長へ要望書を提出

宮崎市在住

道を登り楽しんでいました。

●●●●●●●●●●●●
４月12日、中心市街地ま
●●●●●●●●●●●●
ちづくりにおいて、「道の
●●●●●●●●●●●●
駅」エリアと「旧吉松家住
●●●●●●●●●●●●
宅周辺」エリアをつなぐ県
●●●●●●●●●●●●
道が重要な役割を担うこと
●●●●●●●●●●●●
から、まちづくりと一体と
●●●●●●●●●●●●
なった整備連携を行ってい
●●●●●●●●●●●●
ただくよう、県串間土木事
●●●●●●●●●●●●
務所の高橋秀人所長に対し
●●●●●●●●●●●●
て要望書を提出しました。

in

くしま 2016 春』
が開催されまし

中心市街地
皇太子さま
まちづく
りに関する
ご来串
要望書提出

中央分団第４部に入団しました。
生まれ育った町ではないけど親
が育った町を守りたいという思
いで入団しました。これから市
民の皆さんに信頼される消防団
員を目指して、地域に貢献がで
きるようみんなと協力しながら
頑張っていきたいと思います。

人が新たに入団し、６３１人体制に。式では、

地域に貢献を

団、

退団者への感謝状の授与や

辞令交付が行われました。

部の清剛志さ

また、新入団員を代表し、

中央分団第

んが「日々訓練に励み、信

頼される消防団を目指すと

ともに、忠実に業務を遂行

たけ し

剛志さん

する」と力強く宣誓し、出

せい

清

席団員らと共に地域防災へ

中央分団第４部
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サイクリング

宮崎市からの参加です。ロード
バイクを購入したお店でイベン
トを知り、友だちと参加しまし
た。雨が降ったのは残念だけど、
中止にならなくてよかったです。
自転車歴は約半年。いつも一人
で走っているのですが、初めて
大勢で走れて楽しかったです。

た。同イベントは、自転車人口を増やそうと串間市

サイクリング協会が初心者

向けに開催したもので、雨

つの

にもかかわらず市内外から

㎞の

2

名が参加しました。参

㎞、

20

約

加者は

コースに分かれ出発。折り

返し地点のおにつか農園で

ひろ み

は、 イ チ ゴ 狩 り を 楽 し ん だ

だ

の決意を新たにしました。

くす玉を割り事業化を祝う

わ

和田 裕美さん
自転車に夢中

りしながら、それぞれのペ

４月６日、東九州自動車
道「日南～油津間（3.2㎞）」
「志布志～夏井間（ 3.7㎞）」
が新規事業化に採択された
ことを祝う式典が市役所
前 で 行 わ れ、 関 係 者 ら 約
１００人が笑顔と拍手で喜
びを分かち合いました。ま
た、事業化を祝う懸垂幕も
市役所に掲げられました。

宮崎市在住

ースで楽しんでいました。

東九州道
事業化を祝い
セレモニー
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※インタビュー者の学校名・学年は取材時のものです。
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