「暴虎の牙」
柚月 裕子／著

「ぜんぶわかる！
ジャガイモ」
安田 守／著、森 元幸／監修

今月のテーマ展示

今年度は新型コロナウイ

いさつを行い、新入生を迎

きませんでした。歓迎のあ

在校生は参加することがで

た」と思ってもらえるよう

島高校に入学して良かっ

員で大いに盛り上げて、「福

体育祭）
」を福島高校生全

令和２年４月から令和３年３月まで

この期待を、くしま市民活動交
流センターの活動として展開し
ていきます。また、これまでの
中間支援組織としての市民活動
を継承しながら、私たちに何が
できるか純粋に考えてみたいと
思います。
くしま市民活動交流センター
の鈴木千栄子センター長の抱負
は次のとおりです。
「 センターの真正面は道の駅
です。造成が始まっていて、毎
日眺めていると、これから串間
市が発展していきそうな予感が
してワクワクしています。これ
まで、同センターの活動にはボ
ランティアとして、くしカフェ
のスタッフとして関わってきま
した。楽しく語らって、いろん
なことが学べました。フラッと
来て、フラットな感じで話せる
のがよかっ
たですね。
今後とも武
田代表と力
を合わせて、
市民活動が
盛んになる
よう取り組
んでいきた
いと考えて
います」

え入れられなかったのがと

に、生徒会を中心に頑張っ

の国民年金保険料は月額１万６，５４
０円となります。
保険料は、日本年金機構から送付さ
れる納付書により、金融機関・郵便局・
コンビニエンスストアで納めることが
できます。また、クレジットカードに
よる納付やインターネットなどを利用
しての納付、そして便利でお得な口座
振替もありますので、ぜひご利用くだ

出を行いましょう。
●会社を退職したとき
●配偶者が退職し、被扶養配偶者でな
くなったとき
●収入 が 増 え、 被 扶 養 配 偶 者 で な く
なったとき
●海外に居住し、任意加入する場合
●海外から帰ったとき
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くしま

パナップの運営が変わりました。
今年度より、くしま市民活動
交流センターの運営が一般社団
法人ひかりに変わりました。
私どもは１年前、非営利型の
一般社団法人ひかりを立ち上
げ、市街地のカフェだった店舗
に、 就 労 支 援 事 業 所（ ス コ ー
ル）を開設しました。雇用され
ることが困難な障がいのある方
に、就労の機会をつくることが
目的です。これをベースに、多
様な立場を生きる一人一人が抱
える生活上の問題を解決するた
め、ソーシャルビジネスを展開
することも視野に入れてきまし
た。同じ建物内には、くしま市
民活動交流センターが入ってい
ましたので、地域づくりに取り
組む方々と関わる機会が多くな
り、一昨年、くしま市民大学を
企 画 し ま し た。 合 計 ６ 回 開 催
し、延べ２８０名の人たちが参
加。予想を上回る参加者で、串
間をよくしたいという人が、想
像以上に多くいたことに驚きま
した。このような経験から、多
様な人たちと関わることによっ
て、支え合うことのできる新し
いコミュニティーができるので
はないか、という期待が生まれ
たと同時に、人口減少や高齢化
という課題にも正面から向き合
える手応えを感じたところです。

これから行われる「歓迎

ても残念です。ですが、新

ていこうと思います！地域

ルス感染症防止対策として、 遠 足 」 や「 樹 祭（ 文 化 祭・

入生を迎え入れられるチャ

の皆さまにも、元気のいい

令和２年度
国民年金保険料について

ンスはまだまだあります。

福島高校生の姿をお見せで
きたらと思っています。
名 の 新 入 生 の 皆 さ ん、
入学おめでとう！これから
一緒に福島高校を盛り上げ
ていきましょう！

さい。

国民年金（第１号被保険者）の
届け出を忘れていませんか？
歳未満の方が加入する制度

国民年金は、日本国内に住所がある
歳以上

60

です。次のようなときは忘れずに届け
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「園芸」特集

「落語ＣＤ」

広報
Kushima City Public Relations, 2020.5, Japan
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ふるさと串間のために

図書館には貸し出しできる落語ＣＤが100枚以上
あり、三遊亭家、古今亭家、桂家、立川家など有名
な落語家もそろえています。車の運転中や家でゆっ
たりしたいときなどにおすすめです。落語にふれた
ことのない方もぜひ一度お聴きください。
介
んに紹
牧野さ
！
今回は
た
し
ま
ただき
してい

おすすめ資料

新刊情報

平成16年、懲役刑を受け
て出所した沖が暴走を始めた
矢先、かつて大上の薫陶を受
けた呉原東署の刑事、日岡が
沖に接近し…。
「孤狼の血」シ
リーズ完結編。学芸通信社の
配信により『岩手日報』などに
掲載されたものを単行本化。

〈あの絵〉
のまえで（原田マハ／著）
MISSIN（村上龍／著）
あなたが私を竹槍で突き殺す前に
（李龍徳／著）
クスノキの番人（東野圭吾／著）
三兄弟の僕らは（小路幸也／著）
私たちの望むものは（小手鞠 るい／著）
笑って生ききる
（瀬戸内寂聴／著）
図書室のバシラドール（竹内真／著）
静かなる太陽（霧島兵庫／著）
帝国（花村萬月／著）
東京ホロウアウト（福田和代／著）
緋色の残響（長岡弘樹／著）
北条氏康（富樫倫太郎／著）

館の
立図書
、
串間市
中から
蔵書の
の
数ある
スメ
んおス
職員さ
紹介！
一冊を

串間市大字西方5721-1（旧 NSA） ☎・FAX 0987-72-5123
開館日 平日午前９時～午後６時
メール hello@panerp.jp
ＨＰ  https://panerp.jp

みんなが主役
74

☎０９８６‐２３‐２５７１
市民生活課市民係☎０９８７‐７２‐１１１７ ／ 都城年金事務所
問い合わせ先

４月 10 日の金曜日に、本校体育館にて入学式が行われました。

福高
なう

ジャガイモに花はない？ポ
テトサラダ用のジャガイモが
ある？知っているようで知ら
ないジャガイモの秘密を、２
００点以上の写真で紹介しま
す。ポテトチップスができる
までも掲載。ジャケットそで
にクイズあり。

Bo oks

福島高校通信

●串間市立図書館
☎ 0987-72－1177
● 開館＝午前10時〜午後６時
● 休館日＝毎週月曜日
● ＨＰ＝ http://www.city.kushima.
lg.jp/library/index.html
土いじりの快適な時期にな
りました。基本となる土作り
から種、苗を植えるタイミン
グ、その時々の手入れ方法な
ど園芸の手助けとなる本を特
集しています。新しい花や野
菜作りにチャレンジしてみて
はいかがでしょうか。

館に行こう
図書

令和２年度
福島高等学校入学式

