随 想

忠亜

●市の木/そてつ●市の花/かんな
●市の鳥/めじろ●市の花木/山桜
●人口  19,158人（前月比 -44人）
男  8,883人 女  10,275人
世帯数 8,281世帯（平成26年12月1日現在）

＊平成22年度国勢調査からの推計人口です。

〒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）

TEL 0987-76-1546

ありがとう午年！
初日の出ライトトレッキング2015
～歩き初めは都井岬で～

間の道が良くなったから帰って

本州で同級生に会う度に、串

会った。亡父は私が生まれる４

むお年寄りに公民館で偶然に出

た亡父を知る白坂入口近くに住

の顔も面影も知らない亡父の一

来いとげきを飛ばされ、故郷へ

なかなか踏ん切りが付かず定年

遍を聞くことができ最大の収穫

の思いが盛んに膨らんでいった。 カ月前に亡くなったので、写真

退官後も忙しかったが、何とか

であった。また大束からの帰路
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本年は、多数の皆様方に都井岬ビジターセンターをご
利用いただきまして誠にありがとうございました。厚く
御礼申し上げます。
2015年！元旦に御崎神社で初日の出を迎えるガイ
ドウォークを開催いたします。ソテツのジャングルを踏
破し、健やかな年の始まりを迎えませんか？
●日時＝2015年１月１日（木）
午前６時半～８時半（予定）
※受付は午前６時～
●集合場所＝都井岬ビジターセンター
●コース＝距離約4.5ｋｍ 高低差約136ｍ
●参加料＝大人800円 / 小・中学生600円
※入館料、野生馬保護
協力金込み
当日参加も大歓迎！
事前にご予約いただ
くと当日スムーズな受
付ができます。

指定管理者：串間市青果地方卸売市場

〒888-0008 宮崎県串間市本城987
営業時間：午前10時〜午後10時
休館日：１月の休館日は
20日
（火）
～22日
（木）
です

TEL 0987-75-2000

◆今年はカニ鍋でホッカホカ!!◆

～新年会プラン～

◆カニ会席 3，000円（税込）
【付出し・焼八寸・お造り・小鍋（カニ鍋）酢の物・揚げ物・ご飯
(カニ釜飯)・吸物・香の物・水菓子】
◆カニ鍋 3,000円（税込）
【鍋（タラバガニ・白菜・白ネギ・水菜・榎木茸・豆腐・春雨ほか）
・
お造り・ご飯(雑炊)・小鉢・香の物・水菓子】
※その他ご予算ご要望に応じて会席・鍋コースご準備いたします。
2
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毎月開催！お風呂の日

●期日＝毎月２６日
●対象＝リフレ館入浴者
●料金＝入浴料半額（大人250円・小学生150円）
※ 他の割引券との併用はできません

毎週水曜日はレディースデー！

●期日＝毎週水曜日
●対象＝リフレ館女性入浴者
●料金＝入浴料300円
※他の割引券との併用はできません
１月の休館日は２０日（火）～２２日
（木）の３日間です。

※公衆浴場法に基づく、配管設備の洗浄および点検のため、
３日間の休館となります。

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

大平小・大束小・大束中
３校合同持久走大会

12月10日、大束地区多目的広場で大平小・大束小・大束中３校合同
の持久走大会が行われました。この日は参観日ということもあり、保

8 8 8 8 5 5 5
串間市役所総合政策課
情報政策係 行

護者も大勢駆けつけ、児童・生
徒たちの頑張りに大きな声援が
送られました。同大会は、１
km男子・女子の部、1.5km男
子・女子の部、２km男子・女
子の部、３km男子の部が行わ
れました。参加した児童・生徒
たちは寒さに負けず最後まで全
力を尽くして走りきりました。

編集後記

は無くなり、浦島太郎の気分を

味わってしまった。生家も親類

の家も無くなり、墓石群で最も

大きかった亡父の墓は仏舎利塔

の中に入ってしまい名刹を撫で

る感触も味わえなかった。

道路は確かに格段に良くなっ

して働きたい環境が整っている

とは思えず、やはり寂しく県外

に帰るしかないのかと思った。

帰路中の車窓から後ろに過ぎて

行く山河を振り返りながら、考

える必要もない事だが伝来の家

と土地があり住める人々が最も

幸せだと思い知らされた。

お前は市外で築いた場所で逞

しく生きて行けと故郷山河が励

ましてくれたような帰省一日だ

った。思い直してみれば、故郷

は絶望の淵にいた私に夢を与え

てくれた所だと感謝の念が湧き

出して来てハンドルを持つ手が

軽くなった。県外から串間市の

発展を願っています。

に予期もしなかった方々に会い、 た。しかし、浦島のように帰還

歓待して貰ったので充実した帰

省となった。

数日空きそうなので 年振りの

墓参りを決意した。

高崎市から羽田空港直通バス

に乗り、宮崎空港まで乗り継ぐ

中学生時代のある時、福島高

校近くの本屋で泣きながら読ん

と夕方になった。翌早朝地図を

頼りにレンタカーで南下し、旧

て心を鍛えなさい。そうすれば

でいると何で泣くのと保健所の

いつかは研究できるようになる

大束村に入った。 年振りに右

今は樹木が少なくやや疲れた褐

よ」と励ましてもらったのはう

女医さんに声を懸けられた。自

色の山がお互い老けたなと言っ

れしかった。あの先生はどうさ

手に見えた龍口山が見下ろして

ているようだった。新町に入る

分の境遇を嘆くと、「どんな境

手前の橋河岸では中学生時代の

れているのか、人生の転機の度

くれてお帰りと言ってくれたよ

夏休みに護岸工事で築地石を運

に思い出す。多くの回り道をし

遇であってもいつかは夢をかな

んだ記憶がありありと浮かんで

たが、研究が仕事になって給与

うな錯覚に感動した。よく見る

来た。記憶にある道が広くなっ

を貰える人生を送れたのは幸せ

Kushima City Public Relations, 2015.1, Japan

える機会が来るよ。それには今

たので小山を通り過ぎてしまう

であり、今もあの女医さん、本

23

と幼い頃に見た面影は緑に包ま

ほどで二度間違った末にようや

屋、景色は鮮やかに眼の奥に焼

群馬県高崎市在住。串間
市立大束中学校、鹿児島
県立 岩川高 校 工 業化 学
科を卒業。化学者として
さまざまな研究開発を行
い、群馬大学名誉教授の
称号を授与されている。

れて威風堂々とした姿だったが、 のように多読と長編を読み続け

く大束・白坂に辿り着き、小山

き付いている。

長らく描いてきた故郷の面影

と白坂の墓参りを済ませた。白

坂では戦時中に満州で亡くなっ

よしくに ただつぐ（70歳）
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「浦島が見たふるさと」

吉國

家内と宮崎市内の飲食店で

市民
憲章

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。

持久走大会。一生懸命走る児童の姿
になぜか胸が熱くなった。息が苦し
い。足も痛い。だけど、誰一人諦め
ようとせず、ゴールを目指していた。
目標があればどんなに苦しくても努
力できる。１年の計は元旦にあり。
さあスタートだ。よーい、どん！
（ユ）

（No.974/2015. １）

●ご氏名

中学生も元気にスタート

12月は学生時代の友人に久しぶりに
会う機会が多かった。どの友人から
も「太ったな」と言われ、分かって
はいたものの少しショックでした。
2015年はダイエットもがんばりつつ
より多くの情報を皆さんにお届けし
たい。誰か楽なやせ方教えて…（イ）

フリガナ

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（

）
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