心臓マッサージは力加減が難し
くて大変でした。ＡＥＤの操作
は、音声があったので分かりや
すかったです。今日一番印象に
残ったことは、救急隊員の方が
かっこいいと感じたことです。
この経験を生かして、救助が必
要な人がいたら助けたいです。

3

My
town
topics

市内の話題や出来事などを写真を交えて紹介します。

工藤 一真くん
ためになった

20

2

急病患者への対処法学ぶ

かず ま

日、救急の日の行事の一環として、市木小

く どう

９月

市木小学校 ６年

17

1

大地震に備えて防災訓練

緊急消防援助隊の訓練の一環と
して参加しました。県内各地の
消防と合同訓練できる機会はあ
まりないので、連携を深めるこ
とができ、貴重な訓練になりま
した。訓練を生かし、情報伝達
をはじめ、連携をしっかりでき
るようにしていきたいですね。

炎のアーチが夏の夜空に

よしまつ

30

日、蔵元橋河川敷などで、南海トラフ巨大

学校で串間市消防本部による救急救命教室が開催さ

なかむら

中村 芳松さん
貴重な機会に

49

８月

地震を想定した県総合防災訓練が行われました。訓

れました。全校児童 名が参加し、実際に人形を使

宮崎市消防局

28

日、都井岬旧岬の駅前広場で「第 回都井

岬火まつり」
がありました。柱松に先駆けて、太鼓演

練には、県内各地の消防隊や自衛隊、警察、地域の

いながら心肺蘇生法を体験。

毎年楽しみに

８年ほど前から毎年来ています。
今日は戸高さん夫婦に柱松の素
晴らしさを一度は見せたくて連
れて来ました。特にメインイベ
ントの柱松の松明投げを楽しみ
にしています。去年は早く命中
したので、今年の柱松は30分以
上は楽しませてほしいですね。

８月

奏やいであやかさんによるライブなどが行われ、ま

防災組織などの関係機関が

救急救命士の指導で、ＡＥ

た、 都 井 御 崎 文 化 財 愛 護 少

参加。埋没車両や倒壊家屋

Ｄの操作や心臓マッサージ

年少女団による都井臼太鼓

から被災者を救出する訓練

の方法などを学びました。

踊りも披露されました。柱

や、総合体育館を避難所と

また、心肺蘇生が必要な傷

メートルの柱松の先を

30

松では、大蛇に見立てた高

した住民による避難訓練な

病者を発見してから救急隊

さ

ど大掛かりな訓練が行われ

に引き継ぎ、病院搬送まで

めがけ、宮原柱松保存会の

の救急シミュレーションも

せ こ

ました。この他、市民病院

分ほどで松明が

15

勢子たちが松明を投げ込み

では負傷した住民の搬送訓

ました。

行われ、児童たちは真剣な

さばき

日、串間市漁協荷捌所で１日に漁が解禁に

練なども行われ、関係機関

わたる

命中し、花火が点火すると

か よ こ

佳代子さん・航くん

様子で取り組んでいました。

戸 高 峰 男さん

と住民救護を確認しました。

とも こ

と だか みね お

大きな拍手が送られました。

こ だま しず お

児 玉 静 雄さん・智子さん

6

漁解禁旬のイセエビ堪能

９月
20

宮崎市在住

5

伝統行事でにぎやかな夜

日、大束地区・広野で「もぐらもち」があ

19

新指定管理者で営業開始

9

月

なったイセエビを提供する「イセエビ祭り（串間市

日、串間温泉いこいの里が新しい指定管理

りました。無病息災と五穀豊穣を願い、約４００年

９月

者「株式会社スチールユニオン」の運営でグランド

に開催される朝市「よかむ

漁協主催）
」がありました。今年も毎月第３日曜日

ふん

の若者が扮する面を被り蓑

ん市」との同時開催。イセ

エビが通常価格より安く購

入できるということもあり、

多くの人が買い求めていま

した。また、先着２５０名

都城市から来ました。大きいイ
セエビを購入できました。安く
購入できるのでいいですね。帰
ったら刺身にして食べようと思
います。味噌汁の振る舞いも思
ったより身がたっぷり入ってい
てとてもおいしくいただきまし
た。また来年も来たいですね。

限定でイセエビの味噌汁の

有村 修・いつ子さん
身がたっぷり

前から続く十五夜の伝統行事。日没とともに、地区

日から食事

人

をつけた「メゴスリ」と呼

ばれる鬼が、子ども約

を引き連れ、集落を巡回し

家々に乱入。座敷に上がり

込むと机をたたいたり、住

人に寄りかかったりして金

こ

オープンしました。５日にプレオープンし、温泉の

営業を開始。

処の営業が始まりました。

かわさきよしかず

式典では、川﨑良和代表が

「いろいろな言葉をいただ

き、 責 任 の 重 さ を 感 じ て い

ます。これからご協力をよ

ろしくお願いします」とあ

あり むら おさむ

無料配布やサツマイモス

Kushima City Public Relations, 2015.10, Japan

都城市在住

ティックの振る舞いもあり、

9

50

「もぐらもち」という名前は、
もぐらを土の中から駆除したお
礼にお米をもらったことに由来
しています。最近は、子どもた
ちもおとなしくなった気がして
いて、少し寂しく感じます。こ
れからもこの伝統行事が、長く
残り続けていってほしいです。

長蛇の列ができていました。

都井岬へ訪れた皇太子さま
草刈りを行う南那珂森林組合職員

銭や酒を要求するなど大暴

もとむ

れし、にぎやかに無礼講の

大束地区・片野

津曲 求さん
伝統の継続を

●●●●●●●●●●●●
９月19日、南那珂森林組
●●●●●●●●●●●●
合職員で結成される森林ボ
●●●●●●●●●●●●
ランティアグループ「やま
●●●●●●●●●●●●
びこ会」の串間市出身者約
40名が、朝７時から草刈り
●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●
機を手に市総合運動公園の
●●●●●●●●●●●●
草刈りを行いました。同会
●●●●●●●●●●●●
は年に２回、地域貢献のた
●●●●●●●●●●●●
め、ボランティアで日南市
●●●●●●●●●●●●
や串間市にある施設の草刈
りなどを実施しています。

19

地域の方々と一緒にオープンの
お手伝いをさせていただきまし
た。今は入浴料も安くなってい
るし、何より社長の意気込みを
感じています。私たち本城地区
民としても、いこいの里は持続
してもらいたいです。協力し一
緒に盛り上げていきたいですね。

つ まがり

南那珂森林組合が
皇太子さま
ボランティア活動
ご来串

いさつしました。同施設は

けい こ

夜が繰り広げられました。

新米のおにぎりをいただきました

かま だ

鎌田 恵子さん
盛り上げたい

期間限定で入浴料３００円。

９月４日、こばと幼稚園
で新米コシヒカリの贈呈式
が行われました。毎年、南
那珂地区農産園芸関係協議
会では、新米コシヒカリを
南那珂管内12カ所の保育所
などに寄贈し、おいしい新
米を園児に食べてもらうこ
とでごはん食に親しんでも
らう活動を行っています。

本城地区・崎田

ぜひ足をお運びください。

園児にお米の
プレゼント

19

4

広報
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