新川 帆立／著

「先祖探偵」 

妹尾 堅一郎／監修

「かみなり」

今月のテーマ展示
中央公論新社／編

「少女たちの戦争」

蒸し暑い熱帯夜が続くと
寝不足で体がだるくて疲れ
がとれず、毎年夏は悩みま
す。また冷房の中での仕事
も、外に出たときとの温度
差に負担がかかります。
さて、７月に串間市議会
串間市交流促進調査特別委
員会と東九州自動車道の要
望活動に福岡県にある国土
交通省九州地方整備局など
を 訪 問 し ま し た が、 そ の
際、九州電力送配電株式会
社にも表敬訪問いたしまし
た。本市が豊かな自然環境
を生かした再生可能エネル
ギーを供給しているまちで
あることや、これから目指
していく方向性などについ

な課題であり、そのために

組んでいかなければなりま

では日本ではどうでしょうか。日本
に」は飢餓をなくすこと

では多くの病院があり、医療体制が

れがちですが、都市部に病院が集ま
り、田舎では病院が少ないといった
見てみましょう。世界では１日1.9

苦しんでいるといわれています。こ

地域格差があります。これと同様の
ドル（日本円で約209円）未満で生

れは９人に１人が飢餓で苦しんでい

ことは世界中で起きており、医療の
活しなければならない人たちが約

ることになります。そしてこの数字

格差は世界共通の問題なのです。こ
７億人いるといわれており、そのう

は今後、世界の人口増加に伴って急

のような地域や国、貧富の違いによ
ち半分が17歳以下の子どもたちです。

速に増えていくと予想されています。

る医療格差をなくし、世界で医療や
では日本ではどうでしょうか。ユ

飢餓をゼロにするためには、食糧

福祉が 充実することで、すべての
ニセフの調査によると日本でも７人

の安定確保が必要不可欠であり、そ

人々が健康に生活できることが重要
に１人は相対的貧困状態であるとの

のために、持続可能な農業の促進が

であるため、この目標が作られました。
結果が出ています。このような家庭

必要となってきます。
食が頼りになっていたり、適切な教

を行っていきたいと思います。

していかなければなりませ

も、われわれは自然と共存

のような苦労がありながら

れる苦労もありました。そ

、
「今後の課題として考
間には早く戻りたいと思いながらも、 に思うこと」

は感じたことがなかったけれど、串

来れました！ホームシックなんて昔

て１年が経ち、やっと串間に帰って

践塾」での農業研修をスタートさせ

の洗い出しが就農前にできただけで

ら向き合いたいと思いますが、問題

ました。それについては就農してか

えないといけないこと」も見えてき

そして、
「やってみたからこそ疑問

染み込ませることができました。

め、自分なりの答えを模索し、体に

に手を動かしながら考え、理解を深

ん。自然の力を維持存続さ

作物の命を預かっているのでそこは

際に手を動かして理解するやり方が

て定着させることは得意ではく、実

僕は耳から入った情報を知識とし

大きく変わることを実感しました。

知らずに栽培をするのとでは結果が

の知識を得て栽培をするのと、何も

に他なりません。やはり、ある程度

だき、その考えを持って臨んだから

技術などさまざまな事を教えていた

農 家で研 修し、栽 培の理論や知 識・

来る前の１作の間に串間のピーマン

がこの結果を得られたのは、ここに

果を収めることができました！です

幅に更新し、先生方にも驚かれる成

私はその収穫量の１２５％超えと大

も鍬を振りかざして土を耕します。

感じ、感謝の気持ちいっぱいで今日

新規就農することの大変さを改めて

うと、見知らぬ土地で新規参入者が

ちが関わってここにいるのだなと思

けいただいた方々、たくさんの人た

力いただいた方々、心配してお声か

階ですが、僕が就農できるようご尽

まだ、就農の目標に向けて途中段

ないように頑張りたいと思います。

るように、この猛暑？酷暑？に負け

りませんが、最善の定植を迎えられ

の準備やハウスの修繕など時間が足

向けてラストスパート中です。ほ場

さて、今は研修も終わり、就農に

同等が最高値だったのですが、今回、 も大きな収穫です。

塾 の 研 修 生 の 収 穫 量 は、 県 指 針 と

そのかいもあり、これまでの実践

せるためにも持続可能な社

合っています。今回の研修でも実際

過程あって
こその成果

Ｎｏ．

現在、世界中で約８億人が飢餓で

集中して研修を頑張っていました。

去年の７月から「みやざき農業実

今回は17の目標のうち３つの目標

う」です。まず世界の状況について

会構築を求めたいものです。

陰に入れば、やぶ蚊に襲わ

ます。涼を求めるために日

大変だったことを思い出し

夏の早期水稲の刈り入れが

で大粒の汗をかきながら真

夏になると、炎天下の中

は「ゼ ロ カ ー ボ ン シ テ ィ」 せん。
を宣言している本市として
もしっかりと取り組んでい
く必要があります。
また、本市の豊かな自然
の こ と で い う と、
「市 民 が
100年健康でいきいき暮
らせるまち」を推進してい
くためにも自然を生かした
健康づくりが重要であると
考えます。豊かな自然を生
かした安全な自然食材を作
り育て、健康を求める人た
ちに供給を行う。人間の細
胞の活性化を図り100年
維持できる体調を整えるた
めには、森林の持つエネル
ギーと健全な食料生産、健
全な生活環境を求めていか
なければなりません。元気
な体で人生100年時代を
生きていくために。
今年の梅雨は短く、６月
の最高気温を更新した地域
があったり、北海道も九州
と変わらないような気温で
あることなど、温暖化は生
息する植物や生き物、われ
われ人間にも大きな影響を

する対策を皆で考え、取り

もいえる暑い夏の今、改善

て、意見交換を行いました。 与えています。この異常と
ひっ迫する電力供給の維持
存続については喫緊の大き

充実しているため関係がないと思わ
テーマとなっています。

SDGsの17の 目 標 の

目標２の「飢餓をゼロ

１．貧困をなくそう

体制が不十分な国は数多くあります。
に見ていこうと思います。

２．飢餓をゼロに

世界では貧困などの影響から医療
今回から、その中身について順番

に健康と福祉を」です。
無くしていくことが目標です。
を前回お知らせしました。

【問い合わせ先】
総合政策課企画係☎ 55-1152

SDGs の中身を見てみよう
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を解説しました。次回も目標の解説
甲斐 道仁さん

では食事が満足にとれず子どもは給

みち と

※小さなお子さんは保護者同伴でお願いします。

●参加費＝1人1,000円（要申し込み）

凍る草原に鐘は鳴る（天城 光琴／著）
サウンド・ポスト（岩城 けい／著）
残星を抱く（矢樹 純／著）
掬えば手には（瀬尾まいこ）
スマホになじんでおりません
（群 ようこ／著）

●場所＝高松キャンプ場

目標３は「すべての人
このような貧困を2030年までに
標）は17の目標からできていること

に陥っています。
ment Goals 」
（持続可能な開発目

に加えて、持続可能な農業の促進が
１つ目は「貧困をなくそ

64

もっと串間を知ろう!!

３．す
 べての人に
健康と福祉を
育をすることができないなどの状況
SDGs「Sustainable Develop

新刊情報
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●串間市立図書館
☎ 72 － 1177
● 開館＝午前10時〜午後６時
● 休館日＝毎週月曜日
● ＨＰ＝ https://www.city.kushima.
lg.jp/library/index.html
風子は母と生き別れてから20
年以上、野良猫のように暮らし
てきた。風子が東京の谷中銀座
の路地裏で開いている探偵事務
所には、さまざまな先祖の調査
依頼が舞い込み…。

蹴れ、彦五郎（今村 翔吾／著）
号外!幕末かわら版（土橋 章宏／著）
恋ふらむ鳥は（澤田 瞳子／著）

お化け屋敷 ＆
高松でシーカヤック体験
こわいおはなし会
●日時＝８月 21日（日）午前９時半集合
●日時＝８月 ５日（金）午後６時～
詳細は図書館までお問い合わせください。
●参加費＝無料（要申し込み）

Bo oks

夏の思い出

激しく光って、大きな音をと
どろかせる雷。決定的瞬間をと
らえた大迫力の写真で雷の秘密
に迫る写真絵本。
「雷写真コンテ
スト」入賞作品から厳選した美
しく貴重な写真が満載。
若い兵士に言えなかった「サヨ
ナラ」
の一言、東京大空襲の翌日に
ちゅう さん
食べた<最後の昼 餐>…。瀬戸内
寂聴から佐野洋子まで、太平洋戦
争開戦時に20歳未満だった女性た
ち27名が、非常時の日常をつづる。

館に行こう
図書
市長コラム

