随 想

「あの日の夢」

市民
憲章

TEL 0987-76-1546
星空観望会

大野
旭
朝、目覚めると心地よい風が
ひずむ音が響いている。あの時

流れてくる。高い空と潮の香り。 の感情は今、ステージに立つ瞬

～月編～

都井岬から見上げる星空を
「宮崎の星空を見上げる会」
の先生を講師にお招きし、今回は月をメインに解説を聞
きながら天体望遠鏡で観察します。都井岬の夜空を雄大
な自然とともに観察してみませんか？
●日時＝12月10日(土)午後４時～８時(受付３時45分～ )
※雨 天決行(ボード、パソコンを使って星空についての
解説)
●場所＝都井岬ビジターセンター
●料金＝大人（高校生以上） 1,000円
小・中学生
800円
(野生馬保護協力金、入館料、保険料含む)
●定員＝30名
●申込方法＝電話、FAX、メール、Facebook
●申込締切＝12月8日（木）
（定員になり次第締切）
※事前にお弁当の予約販売を行います。
ご希望の方は、申込受付の際にお知らせください。

●人口  18,421人（前月比 -38人）
男 8,589人 女  9,832人
世帯数 7,918世帯（平成28年11月１日現在）
＊平成27年度国勢調査からの推計人口です。

〒888-0008 宮崎県串間市本城987
営業時間：午前10時〜午後10時
（水）
です
休館日：12月の休館日は２１日
指定管理者：株式会社スチールユニオン

TEL 0987-75-2000

いこいの里で今年一年の垢を落とし、
新しい年のご準備を
●忘年会、クリスマス会、新年会各種パーティー受付中！
〇12月23日(金) ～ 25日（日）
期間中入浴されたお子様（小学生以下）にプレゼント！
〇12月23日(金) ～ 31日（土）
午前10時から温泉営業開始！
〇１月１日(日) ～３日（火）
午前７時～９時 温泉営業！

お正月営業予定のお知らせ

●営業時間＝１月１日(日)午前７時～午後５時15分
※12/10（土）、１/ １（日）の両日ともに大束産甘しょを
使ったぜんざいのふるまいがあります。

本年はご愛顧いただき
誠にありがとうございました。
2017年も串間温泉いこいの里を
よろしくお願い致します。

おたよりお待ちしています！
げ てほしい 記

後取り上
●こ の広 報 紙を 読 んだ 感 想や 今
間市 への 思い 、あ なた
事、掲載 内容 に関 する質問、串
を書 いてください 。
こと
きな
も好
何で
の身 近な 出来 事、
➡点線に沿って切り取り、官製葉書に貼り付けてお使いください。

今月の表紙

いであやかさん、串間中の
新校歌を小中学生と合唱

8 8 8 8 5 5 5

11月10日、市の小中学校音楽大会に合わせて、
「ふれあいコンサー
ト」が市文化会館で開かれ、都井地区出身のシンガーソングライター

串間市役所総務課
秘書広報係 行

いであやかさんがゲスト出
演しました。そのコンサー
トの中で、いでさんが作詞
作曲した来年４月開校の串
間中学校校歌を初披露。児

（No.1020/2016.12）

童、 生 徒100人 が ス テ ー
ジに上り、来場者全員で合
唱すると、会場内には美し
い歌声が響いていました。

編集後記

日々。夢と現実のはざまで揺れ

動いていた。そんな時に支えに

なったのはふるさとの皆の応援

ひそかに「将来音楽で生きてい
だ。どんな時も忘れることはな

きたい」と心は思っていた。た

生まれ育ったのは本城、港地区。 間にとても似ている。この頃、

僕はシンガーソングライター

かった。次第に仲間達も増え、

をやっている。シンガーソング

だ、現実では口に出せないまま。 切磋琢磨しながら東京での生活

を送っている。

今、全国各地で歌を届けてい

る。幸せを感じる時間。気付け

ばこの活動を始めてはや 年。

僕にとってこの 年間は、失敗

もしたけれど真っすぐに生きて

きた自負はある。ここまで来れ

ライターとは自分で作詞、作曲

そして社会人となる。当時の

かせながら音楽について熱く熱

たのは「串間」という礎がある

からだ。どんな時でも声を掛け

てくれる人達がいる、かけがえ

のない場所。
ふるさとが
「串間」

で本当に良かった。この街を全

国に発信していくことも僕のも

う一つの仕事だと思い、これか

らも歌い続けていきたい。

まだまだ夢半ば、僕の物語は

始まったばかり…。
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を行い、歌う人のこと。

く語ってくる。彼からにじみ出

職場で出逢った一人のギター弾

中学生になった頃、さまざま

るほどの知識と熱量に圧倒させ

幼い頃から音楽が大好きだっ

な音楽を聴くようになった。Ｃ

ら れ た。 僕 の 心 は 完 全 に そ の

き。彼と出逢ったことが僕の人

Ｄラジカセから流れる楽器の音

モードに入ってしまった。その

た。学校から帰ると祖母が奏で

を一つひとつ探っていくのがと

後、彼とアコースティックデュ

生を１８０度変えた。どこかに

ても好きだった。「ここはギター

オを組むことになる。毎週日曜

る三味線の音色が聴こえる。な

だけ、ここからベースとドラム

日に飲食店の一角を借りライブ

ぜだかいつもワクワクしていた。 閉じ込めたはずの想いがふつふ

が入って…」と僕だけの特別な

をするようになった。心底楽し

つと溢れてくる。彼は、目を輝

遊びをしていた。後に仲間たち

今も鮮明に覚えている。

とバンドを組み、決して上手く

歌が好きなんだ」

「 やっぱり僕は
はないががむしゃらに演奏した。 い日々だった。

近くの公民館で発表会を開いた

「夢では終わらせない」

Kushima City Public Relations, 2016.12, Japan

東京へ行く決心をする。その

場所は大きな夢と現実が入り乱

れる見たことも感じたこともな

27

り、文化祭で歌ったりまさに青

春真っただ中。

多感な高校時代。先輩たちと

新鮮に感じたのだ。

上京した頃は右も左も分から

ないまま、ギターをかき鳴らす

バンドを組んだ。僕はボーカル。 い世界だった。なんといっても

心臓をドキドキさせながら片道

１時間の練習に通っていた。張

り詰めた緊張感の中、ギターの

本城出身、東京都在住。
シンガーソングライター。
東京を中心に全国でライブ
活動を展開中。2017年2月
19日に串間市文化会館で10
周年記念ライブ開催決定。
ホームページ
http://akiraohno.com/
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●市の木/そてつ●市の花/かんな
●市の鳥/めじろ●市の花木/山桜

〒888-0221 宮崎県串間市大字大納42-1
営業時間：午前９時〜午後５時
休館日：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日）

串間市での凱旋ライブ風景。年に三回ほど行っている。

おおの あきら
（33歳）

わたくしたちは、
1. 豊かな自然を大切にし、これをいかしましょう。
1. お互いを信じ、心をあわせ、平和で明るいまちをつくりましょう。
1. 健康で働くことに誇りをもち、豊かな住みよいまちをつくりましょう。
1. だれにも親切にし老人をいたわり、こどもに夢と、しあわせをあたえましょう。
1. 教養を高め文化のまちをつくりましょう。

市美展には力作が並んだ。仕事で写
真を撮るので写真部門は気になる。
日南市からの出品が多く、取材させ
ていただいた方に「来年は出さない
かんよ」と言われた。到底出品でき
る腕ではないが、それを目標に取り
組むのも上達の近道かもしれない（イ）

●ご氏名
フリガナ

今月号は特集増ページで、久しぶり
にやりたいことができると思い、張
り切っていました。しかし、企画を
決めるのが遅かったのと、取材先が
なかなか決まらないということが重
なり、妥協する結果になってしまい
ました。力不足を実感中です（オ）

年齢／

歳

性別／

男 ・ 女

●ペンネームまたはイニシャル ※記入がない場合、実名で記載させていただきます。

●ご住所

電話（

）

－

