随 想

「 喉元過ぎると、

都成

なんでもおいし く

収まる！」

市民
憲章

TEL 0987-76-1546
み

量
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心をもって注視している方がお

ようで市外の教職員の中にも関

ト中継はいろんな意味で好評な

市議会答弁（串間市議会のネッ

してさまざまな会議や慣れない

です。さらに、学校政策課長と

が、えらく急傾斜に感じたもの

小道を通って市役所に上る階段

た。年度当初は市民駐車場から

いただいた時は複雑な思いでし

にわたる仕事を勉強させていた

派遣が終わり、市役所の多岐

に駆られることもあります。

失敗を思い出し、忸怩たる思い

しかし、一方では、たくさんの

のかなと思うことがあります。

りのできた方々がどうしている

同好会の方々、個人的につなが

間市役所の方々やバドミントン

すが、親しくしていただいた串

とを思い起こすことがあるので

まだ串間市教育委員会の時のこ

今、校長室にぽつんと座り、

６月１日からビジターセンターでは、野外ガイドをス
タートします。
館内で都井岬の自然や御崎馬についてスタッフが解説
をさせていただきます。解説終了後、野外ガイドをス
タート！
ガイドコースは、『楽々御崎馬コース』『ガッツリ御
崎馬コース』『都井岬観光コース』。その他スタッフ
『気まぐれコース』もあるかも？？
休館日（月曜日）以外の下記の時間で行っていますの
で、ぜひ都井岬に遊びに来てくださいね。
●午前の部＝午前10時～正午（集合は午前９時50分）
●午 後の部＝午後２時～４時（集合は午後１時50分）
※コースによって、終了時間は異なります。
●ガイド費用＝入館料（大人310円・小中学生200円・
20名以上は団体割引があります）
●所 要時間（館内案内・野外ガイド）
＝１時間30分～２時間
※申込みは、事前に予約が必要です。
詳細は都井岬ビジターセンターまで

●人口 18,889人（前月比 -26人）
男 8,732人 女 10,157人
世帯数8,239世帯（平成27年５月1日現在）

＊平成22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
休館日：６月17日（水）
指定管理者：串間市青果地方卸売市場

TEL 0987-75-2000

温泉付コテージ日帰りプラン！

～ゆっくり温泉を満喫！
プライベートな時間をお過ごしください～
●利用時間＝午前10時～午後９時半
●予約受付＝午前９時～午後７時（当日のみ）
●料金＝詳細はお問い合わせください

毎週水曜日はレディースデー！
●期日＝毎週水曜日
●対象＝女性入浴者（中学生以上）
●料金＝入浴料300円
※他の割引券との併用はできません
2
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毎月開催！お風呂の日！

●期日＝毎月26日
●対象＝全入浴者
●料金＝中学生以上250円・小学生150円
※他の割引券との併用はできません

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

第３子出生
おめでとうございます

今年度４月１日より第３子以降の出生に対し、出生祝い金を贈る事
業が始まりました。記念すべき申請者第１号は、福島地区・東町にお
の べ りょう いち
え
住まいの野邊亮一さん、江
り

8 8 8 8 5 5 5
串間市役所総合政策課
情報政策係 行

か

里香さんご夫妻。対象児
童は平成27年４月７日に誕
おう た
生した第３子の煌太くんで
す。５月19日、総合保健福
祉センターで贈呈式が行わ
れ、野辺市長より祝い金30
万円（半額は串間市共通商

（No.984/2015. ６）

●ご氏名
フリガナ

品券）が手渡されました。

編集後記

学年間のまとまりが強く、他学

言葉をかけていただいたことな

なったように思います。

年には強い対抗意識をもってお

市役所の中をあちこちとうろつ

どすべての方々に感謝申し上げ

ことになります。

りました（それは自分のことか

き聞いて回るうちに、「人を知

じく じ

も？）。夏休みに保護者や生徒

要領を少し得て、議員の方々の

ます。

質問や意見、市役所幹部の方々

あい ろ

に大束中へ走っていき、戻って

る」ようになると、徐々に隘路

きて連続縄跳びをしたり、合唱

の「粘り強い答弁」を聞いてい

と一緒に登山をしたり、卓球部

コンクールで優勝するために無

ると、「気づき」があるわけで

が広域農道になるものです。

茶苦茶躍起になったりして、宝

す（詳しくは書けませんが…）。
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さ き う ま

都井岬の自然と御崎馬を学ぼう！

の生徒（今や各中学校の保護者

箱のような思い出をいただきま

また、議員の皆さまとふだんに

23

議会対応も経験を経るうちに

した（しかし、私の教え子はそ

おいて話ができるようになると、

昭和 34 年生まれ。宮崎市出身。
昭和 57 年日南市立東郷中学
校に教諭として赴任。以来、転々
として現在 13 回目の転勤で日
南市立北郷小中学校に勤務。

になっている者もいる）と一緒

う思っていなかったかもしれな

職として厳しくやっておられる

のだなということがよく分かり、

議会対応も少しずつやりやすく

いのだ…。厳しかったと言われ

ることが多い）。

串間市教育委員会への辞令を

となり りょう（55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）

福島中学校時代に卓球部の生徒と第 2 高畑山で

23

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。

命の誕生。何とも言えない愛らしい
姿に生命の尊さを感じた。第３子以
降出生祝金第一号の煌太くん。少子
化が叫ばれている昨今だが、実は串
間市の合計特殊出生率は 1.96 と高
水準。将来の串間を支える子どもた
ちのすこやかな成長を願いたい（ユ）

先日人生初の人間ドックを受診しま
した。胃カメラを飲む勇気がなく、
今回はバリウムで様子見。ヨーグル
ト風味？で意外といけました。結果
はまだですが何もないことを祈りま
す。さて、がん検診が始まりますね。
後で後悔しないようぜひこの機会に
（イ）

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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