日、串間警察署で、運転免許証を自主返納し

25

2
My
town
topics

回串間市成人祝賀駅伝競走大会

市内の話題や出来事などを写真を交えて紹介します。

日、『 第

3

成人駅伝で新成人を祝う

１月
61

1

真剣勝負新春カルタ大会

１月６日、旧吉松家住宅で、『第７回新春カルタ大
11

免許返納で事故防止推進

12

月

（主催：市体育協会・市教育委員会）
』が行われま

中学生・女子の３部門に計

25

チーム約250名が集結。

・６キ

19

成人式会場の文化会館前に

ゴールする８区間

ロを激走しました。ゴール

地点では、晴れ着姿の新成

人が見守る中、福島高等学

逆転で優勝！
「絶対1位を取る」と意気込み、
野球部みんなで練習を重ねてき
ました。アンカーでタスキを渡
されたとき、後ろにいた選手が
とても速いと聞いていたのでと
ても不安でしたが、みんなのお
かげで優勝することができまし
た。とてもうれしかったです。

校野球部（一般の部）が１

かい と

35

秒で堂々１位の

とも べ

友部 魁斗さん

時間６分

福島高等学校 野球部

65

32

ゴールテープを切りました。

6

会（主催：市教育委員会）
』が行われました。市内

まさか優勝できるとは思ってい
ませんでした。昨年出場したと
きは高校生に負けてしまったけ
ど、今回は勝ててとてもうれし
かったです。約１カ月前から昼
休みなどを使って全校生徒みん
なで練習しました。決勝で良い
勝負ができて楽しかったです。

た高齢者に対して支援を行う、メリット制度の調印

の自然の豊かさや、歴史や

まい な

した。スタート地点の市営陸上競技場では、一般・

返納しやすい環境を整備す

文化を詠んだ『くしま学カ

ときとう

時任 舞奈さん
優勝しました

土肥昭彦教育長は「他の学

都井中学校 ２年生

各小・中学校、高等学校の代表者 名が参加。串間

る事業の一環で、「宮交タク

ルタ』を使い、学年や年齢

串間市は、高齢者の交通事故が
３割を超えています。新たな特
典が高齢者の免許返納のきっか
けになり、交通事故の減少につ
ながるといいですね。公共交通
機関が乏しくて、車がないと厳
しい面もありますが、少しでも
支援していければと思います。

式が行われました。 歳以上の高齢者が、自主的に

シー串間営業所」「宮児タク

校の皆さんと交流を深め、

に関係なく競い合いました。

割引』を新たに適用。返納

おおいに楽しんでほしい」

シー串間営業所」の協力を

後の交通手段の支援として、

とあいさつ。皆さんは張り

10

％

これまでの「よかバス回数

詰めた緊張感の中、とても

得て、『タクシー運賃の

千円分」に加え、特典

杉尾 彰司さん
事故の減少に

券

しょう じ

真剣に勝負していました。

回串

33

すぎ お

拡充することになりました。

26

串間警察署 交通係長

5

自分の夢や決意堂々発表

日、串間市文化会館で『平成 年度第

18

4

新春恒例初競りにぎわう

月

1

子牛の初競り活気溢れる

18

日、串間市漁協荷さばき所で毎年恒例の『第

2

月

名、高校生

6

日、南那珂地域家畜市場で、『子牛の初競

11

～

名（小学生 名、中学生

19

間市青少年の声を聞く会』が行われました。市内の

小中高生

Kushima City Public Relations, 2015.2, Japan

名）が日ごろの生活で思う

9

ことや経験から得たもの、

会議の様子

自身の夢などさまざまな

想いを伝えた
緊張したけど、自分の伝えたい
ことは伝えることができました。
とても貴重な経験になりました。
世間的にはまだまだ子どもかも
しれないけど、みんなしっかり
と自分の考えを持っています。
大人の方にも意見を聞いてもら
い、伝えられればと思います。

テーマで発表。発表者は力

中山 愛理菜さん

強く自分の意見を述べ、そ

な

の堂々としたすばらしい発

り

表に、来場者からは大きな

え

拍 手 が 送 ら れ て い ま し た。

なかやま

発表内容は広報くしま３、

福島中学校 ３年生

５月号で掲載する予定です。

１月16日（金）、アクティ
ブセンターで「宮崎県立福
島高等学校を育てる市民の
会」の会議が行われました。
会員や関係者ら約35名が参
加し、活動の現状や市から
の支援事業の状況などを情
報共有しながら、福島高校
の存続に向け、今後の取り
組みについて協議しました。

１月

県立福島高校
を育てる

神奈川に住む姉の洋子と一緒に
来ました。模擬セリに参加して
鯛、アジ、カマスのセットを安
く買うことができました。干し
物にして食べようと思っていま
す。姉は神奈川の友人のために
ちりめんを購入していました。
とても喜ばれるみたいですね。

14

13 1
回新春串間市漁協初競り』が行われました。今年

セリで魚落札

もくしま朝市「よかむん市」と同時開催。会場では

あら汁やお菓子の無料の振

る舞いに長蛇の列ができて

いました。新鮮な魚介類が

用意された一般参加者によ

野崎 洋子さん

る模擬セリや豪華景品が当

の ざき よう こ

たる抽選会なども大盛況で、

こ

会場は多くの人でにぎわい

ほ

ま し た。 ま た、
「串間くる

み

鍋倉 美保子さん

み太鼓」が力強く演奏し、

本城地区・上中園

なべくら

り』が行われました。初競りに先立ち、鏡割りで今

今年も頑張る
昨年は天気が良く、えさもよく
育ってくれて、順調に子牛を育
てることができました。価格も
昨年の初競りに比べると良かっ
たです。抽選でイベント牛にも
選ばれて年始から縁起がいいで
すね。今年も一生懸命頑張って
いい牛を育てていきたいです。

年一年の市場の盛況を祈願した後、競りがスタート。

多 く の 生 産 者 が 見 守 る 中、

全国から集まった購買者に

よって子牛が次々と競り落

とされ、市場は大きな活気

57

に溢れていました。２日間

で６３２頭の子牛が平均

万８，９０５円で落札され、

昨年の初競りを２万６，０

森永 敏久さん・チドリさん

来場者を魅了していました。

選手の皆さんお疲れ様でした

もりなが としひさ

００円ほど上回る幸先の良

１月12日（月・祝）『第５
回宮崎県市町村対抗駅伝競
走大会』が宮崎市で行われ
ました。串間市チームの結
果は２時間19分32秒。市郡
の部18チーム中17位と、昨
年と同じ順位でしたが、チ
ーム一丸となった懸命な走
りで、見事１本のタスキを
最後まで繋ぎ切りました。

本城地区・崎田

いスタートを切りました。

市町村対抗
駅伝競走大会

13

3

広報

8

