随 想

原口 小百合

「いつも、ここから」

市民
憲章

TEL 0987-76-1546
年に一度の大集合！
駒追い行事が行われます

●人口  18,521人（前月比 -20人）
男 8,640人 女  9,881人
世帯数 7,925世帯（平成28年８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：９月の休館日は21日

いつもなら、日頃の疲れを癒

野外ガイド受付中です！

ビジターセンターのスタッフと一緒に野外へ出て、御
崎馬を観察しながら説明を聞く事のできる野外ガイドも
実施しております。ガイド費用はビジターセンターの入
館料のみでご利用いただけます。当日の申込はお受けで
きない場合がありますので、必ず事前予約をお願いしま
す。

午 前
御崎馬について
10：00 ～ 10：30
学ぼう
野外ガイド
10：30 ～ 12：00

指定管理者：株式会社スチールユニオン

TEL 0987-75-2000

「十五夜祭」を開催します

岬全体から、全ての御崎馬を集めて健康診断などを行
う駒追いの行事が、９月24日（土）と25日（日）に実施
されます。
年に一度の恒例行事！御崎馬の集合する様子を見学し
てみてはいかがでしょうか？
※御崎馬を追いたてて集めるため、普段以上に馬が気が
立っている状態になります。見学する際は、牧組合の
方たちの指示に従って安全に見学しましょう。

しに旅に出るこの時期。今年は

春先に他界した祖父の初盆に実

家へ帰省した。少し寂しいお盆

でも、多くの懐かしい人に会い

また元気をもらう。この光景に

驚いているのはちょっと街中出

身の主人である。幼いころから

当たり前に在った光景でも、あ

らためて言われてみれば特別に

思えてくる。
ここ串間の人の
「つ

きあい」は、深くて温かい。

串間を巣立って 年、自分の

夢を追うため必死で走り続けて

きた。故郷に甘えず、世間に通

用する人間になることが私の務

めと言わんばかりに。両親の教

き取ったあと。気付けば父と何

午

後

14：00 ～ 14：30
14：30 ～ 16：00

●日時＝９月17日（土）
午後５時～
●会場＝いこいの里
●内容＝綱引き、大相撲いこいの里場所
参加景品も多数あります。

ビアガーデン好評開催中！

温泉でゆっくり癒されて、野外でビアガーデンを楽しも
う！雨の日も屋内会場をご用意しています。
●宮崎牛炭火焼肉食べ放題＆飲み放題
料金＝4,000円（前売り3,500円）

ビュッフェスタイルの
大・小パーティ
予約受付を開始しました
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

ニジマス逃げたー！

8 8 8 8 5 5 5

８月16日に桂原親水公園でニジマス釣り大会が開催されました。
市淡水漁業協同組合の協力のもと、河川プールにニジマス200匹を

串間市役所総務課
秘書広報係 行

放流。子どもたちは、ニジ
マス釣りやつかみ取りを楽
しみ、魚を捕まえるたびに
喜びの歓声を上げていまし
た。表紙は、ニジマスを追

（No.1014/2016. ９）

い込みながらも寸前で逃が
してしまった子どもの一枚。
楽しそうな雰囲気が伝われ
ばと思って選びました。

編集後記

長い年月をかけてようやく私が

事を通じ、幅広い世界を少なか

らず見てきたが、
この串間の
「つ

きあい」は私の誇りであり、日

本の誇りでもある。数々の苦難

も、過酷な状況も、この故郷の

声援を背にして乗り越えること

ができた。

変わって私ができること。国

も空の話をすることはなかった。 理解した本当の意味である。仕

もう父の声援を聞くことはない

と思うと、あれだけ嫌だった娘

自慢も今更になっていとおしく

感じてくる。

父は生前「娘のヘリコプター

に乗るのが夢」と入院先でも豪

語していたらしい。父がいなく

なった今もなお「あんたが自慢

の娘さん？そら頑張らんな」と、 の生命と財産を守るのが私の使

私の大切な財産。それを守りた

い想いを糧に世の中の役に立て

たくさんの方々に励ましを頂く。 命であれば、紛れもなく串間は

まるで父が用意してくれた応援

団のようだ。間違いなく父は形

精進したい。

女手だけになった家を守る少

し不安げな母や祖母を残し、短

い帰省を終える日、その想いも

また無駄にしないよう生きてい

くことを、遺影に手を合わせて

を変えて私を応援し続けている。 るようさらなる飛躍を目指し、

それから時が経ち、少しの余

裕ができるようになって、あら

屋勤務となって串間に顔を出す

えもまた同じようなものだった。 ためて故郷を振り返る。幸い鹿

最近になって、この教えの意味

機会も増えた。そしてなおも気
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づかされること、それは何にも

誓った。
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を考えるようになる。

変 え 難 い こ の 故 郷 の「 つ き あ

い」
。
今も届く父親代わりのエー

串間市北方出身、鹿屋市在住。パ
イロットを目指し海上自衛隊に入隊
後、ヘリコプター操縦士として数々
の訓練、任務に従事。日本人女性
初である米国艦艇着艦を果たすな
ど、その豊富な知識経験を生かし、
現在は鹿屋の第211教育航空隊に
て教官として後輩の育成に励む。

私が夢への第一歩を踏み出し

た時から、不安げな私や母をよ

そに父は大喜び。いつでもどこ

故郷「串間」が成せる技。この、

古き良き「つきあい」が私の原

動力になっている。

かつての両親の教え、それは

故郷を巣立つだけでなく、故郷

を結びつけること。串間を離れ、

でも自慢げに私の話をする父に、 ルも、変わらない友人の支えも、

恥ずかしさや少しの嫌悪感も覚

えるほどだった。そんな父の危

篤の知らせが届いたのは、よう

やく一人前に空を飛べるように

なってすぐのことだった。駆け

付けた時には父はすでに息を引

はらぐち さゆり
（34歳）

●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）

米国強襲揚陸艦に着艦し、NAVY ホームページに紹介された一枚。
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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。

過去最多 41 個のメダルを獲得し盛
り上がったリオ五輪。レスリング 57
キロ級銀メダリストの樋口黎選手は
競技を始めたきっかけが市の広報紙
だそうだ。オリンピックとは言わな
いが何かを始めるきっかけとなるよ
うな広報くしまを作っていきたい
（イ）

●ご氏名
フリガナ

スローフードのページは、毎回いろ
んな料理や食材を紹介するのだが、
今回のオクラを使ったサイダー寒天
は、個人的にとても斬新だと思った。
串間の食材を使った調理法をいろい
ろ考えて、生産者のＰＲにもつなげ
ようという心意気も応援したい
（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（

）

－

