随 想

「できることを

少しでも」

市民
憲章

渡辺

TEL 0987-76-1546

都井岬の自然に触れて
リフレッシュしませんか？
「ゆったりのんびりウォーキング」
開催のお知らせ

忠秋
くり講演会参加」「日南・志布志

との提携交流」「蘇鉄の会として

都井の臼太鼓踊り」「大束広野の

も ぐ ら も ち」
「今 年 休 校 と な る

笠祇小学校の運動会や収穫祭」

「市木柱松」
、その他学校を主に

写真と動画を撮影編集して一部

地域へ無償配布しました。

今年は主に 年度末に統廃合

される市内六中学校の行事や文

献撮影において各校区のＰＴＡ

や住民の方々と、同時入学編入

串間の人口１万８千余のうち、 フットパス」「市内外での地域づ
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歳以上は約半数で、私も４年

前にその仲間入りし、今年は年

金を受ける歳になります。

生きる原点となる人とのつな

がりにおいて疎遠の憂き目に

あった数も相当で、いったんは

活動に関わることを断念したの

が約７年前。後は裏方に徹する

ことを意に決し、東北大震災の

年に都井岬火まつり市民ミュー

ジカルで ｍの大蛇を製作、み

かん山大師の復興活動を３年半

交流する形で行い、地域の宝発

見と残される校舎や跡地を利活

用するリノベーションの視点か

ら皆で知恵を出し合い具体策を

見いだすことに務めます。

その中で働き世代の前後にい

るじいちゃんとばあちゃんが地

域の孫世代と関わり、共に活動

前から補助的に続けてきました。 となる児童生徒が校区を越えて

そんな中、昨年多くの素晴ら

しい出会いに恵まれ、想いを同

じにする中、串間の自然を最大

限に生かそうと、既存の社会活

動団体と提携できる市民レベル

の組織をいくつか編成しました。

市民委員会、ルート４４８プロ

ジェクト、蘇鉄の会。それぞれ

の共通目標は串間の再興で自然、 することで、その体験から多く

都井岬でウォーキングイベントを開催します。
御崎神社につながる「山鳩遊歩道コース」をスタッフ
と一緒に楽しく歩きませんか。国の特別天然記念物に指
定されている「ソテツ」の原木を観察したり、遊歩道の
途中では「御崎神社」がきれいに見える絶景スポットも
あります。また、運が良ければ、
「御崎馬」に遭遇するか
も！？クイズを出しながら楽しく歩きますので、大人から
子どもまで楽しめる内容となっています。正解者には景
品もありますよ。歩いた後は「おにぎり」の振る舞いも
ありますのでお気軽にご参加ください♪
●日時＝３月13日（日）
※小雨決行
午前10時～正午（受付午前９時半～）
●集合場所＝都井岬ビジターセンター
●コース＝約３．
５㎞
●料金＝高校生以上500円、中学生300円
●定員＝20名
●申込期限＝3月10日（木）

※電話、FAX、またはメールにて事前予約をお願いします。

メール：visitor@rose.odn.ne.jp

●人口  18,698人（前月比 -10人）
男  8,659人 女  10,039人
世帯数  8,163世帯（平成28年２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：３月の休館日は毎週水曜日です
指定管理者：株式会社スチールユニオン

TEL 0987-75-2000

本城地区おひなさま雅まつり

●日程＝３月５日（土）
・６日（日）
●場 所＝いこいの里大広間（イベントは本城神社、本城ふ
れあいセンター、広護寺、個人宅など本城地区７カ所で
開催されます）

宮崎天歌らくご祭

－ 2016 春の陣－

●日時＝４月３日（日）
午後２時開演
●会場＝いこいの里
●料金＝当日2,000円、予約1,500円
※30代までは500円値引き
※高校生以下1,000円値引き
※未就学児は無料
●出演者＝三遊亭天歌、林家木りん、三遊亭好吉
●予約先＝天歌事務局 ☎090-5283-2538
※留 守電に、氏名・会場名・人数・割引希望の
方はその旨を伝えれば予約完了

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

笠祇小最後の児童となる７人

２月10日、笠祇小学校最後の児童となる７人の撮影をさせていた
だきました。持久走の練習後の撮影だっただけに、疲れているかと思

8 8 8 8 5 5 5
串間市役所総合政策課
情報政策係 行

いきや元気いっぱいの笠っ
子たち。笑顔の子どもたち
がとても印象的でした。笠
祇小学校は３月で休校にな
りますが、140年にわたり、

（No.1002/2016. ３）

学校と地域が一つになって
築いてきた伝統や精神は、
この７人にもきっと受け継
がれていくことでしょう。

編集後記

さんあるがこの小さな学校の七

人の児童たちも同じように守ら

れてきたのだ。

山々
 の霊と集落の多くの守り
人に囲まれた最期の祝祭が今

幕を開ける

深い山の木々たちよ

山あいに潜む獣たちよ

長い時を共に過ごした

最期の祝宴の賑わいの声を

それぞれの魂に刻み給え

今日、何かが終わるが

新たに何かが始まるのだと・
・

中学校が統廃合された後、各

校区に残る小学校と地域の関わ

りが今以上に大切になります。

そのヒントが家内の出身地であ

る笠祇、古竹、奴久見の取り組

みの中にあると思いました。

できることをなるべく多くの

者が少しずつ出し合い、感動を

共 有 す る 中 に 各 地 域 の「宝 人」

Kushima City Public Relations, 2016.3, Japan

を発見し魅力創出につなげます。

23

を学び、幅広い感性を育む機会

を数多く設けたいと思います。

ここで同胞岩下龍吉氏の笠祇

小に寄せたエピローグを紹介。

周囲の山々が守ってきたもの

は希少価値の植物や昆虫とたく

福島中で前ロッテ監督の西村氏
やロス五輪出場の森田氏をコー
チ、昭和54年の宮崎国体で主審
を務める。渡辺グリーンセンター
を経 営し野 菜 花 苗を生 産 販 売。
穂佐ケ原の自宅に妻、両親と同
居。子ども４人
（三男一女）は横浜、
広島、福岡、宮崎に家族を構える。

歴史、伝統芸能を掘り起こし、

その活動を映像と文献で記録保

存し公開すること。それを各地

域の人々が小中高生と交流する

形で行うというものです。

昨年は
「既存活動の実態調査」

「各 種 情 報 発 信」
「自 然 探 索 の

わたなべ ただあき（64歳）
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●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）

大束広野地区の「もぐらもち」のビデオ撮影
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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。

地域から学校がなくなる。それは、
地域に住む人にとって大きな決断だ
ったと思います。学校と地域のつな
がりが深い笠祇ではなおさらだった
のではないだろうか。休校しても笠
祇小が地元の人たちの心の中に、い
つまでも存在し続けてほしい（イ）

●ご氏名
フリガナ

学校が休校になるということの影響
は計り知れないですが、何とかプラ
スの方に進んでほしいです。来年は
中学校の統合も控えています。当然
自分の母校もなくなってしまうので、
残りの期間できるだけ足を運んでみ
ようという思いになりました（オ）

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（

）

－

