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新成人の門出に華添える
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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。

熱戦くしま学カルタ大会

回串間市成人祝賀駅伝競走大会』

62

防災への決意新たに誓う

10

日、
『第

チー
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１月

3

28

１月５日、旧吉松家住宅で、串間の自然や歴史を

が行われ、一般・中学生・女子の 部門合計

ム約２００名が参加しました。市営陸上競技場をス

タートし、市内を回り、成

・

19

人式会場の市文化会館を

ゴールとする全８区間

キロのコースを激走しま

した。ゴール地点では、新

成人や観客が見守る中、福

島高校野球部が昨年に続き、

想いをつなぐ
みんなが一生懸命タスキをつな
いでくれたので、精いっぱい走
りました。最初の直線が一番き
つかったですが、沿道にいた皆
さんの声援が力になりました。
来年は出場しないので、１位に
なれて良かったです。新成人の
皆さんおめでとうございます。

全部門中トップの記録１時

こう き

間６分ちょうどで堂々と

さ とう

佐藤 昂希さん

ゴールテープを切りました。

日、文化会館で『第 回串間市青少年の声

福島高校 ２年

6

8

5

日、蔵元橋下流河川敷で平成 年串間市消

一緒に出場した友だちと練習し
てきました。まさか優勝できる
とは思っていませんでしたが、
心の中ではあきらめずに優勝す
る気持ちで頑張りました。大束
中学校の２人で決勝を戦えてよ
かったです。去年は２回戦で負
けたのでリベンジできました。

1

月

優勝しました

42
詠んだくしま学カルタを使った「第 回くしま学カ

名が参

のトーナメン

32

ルタ大会」が行われました。市内の各小・中学校、

対

1

福島高校の代表者

加し、

トで対戦。読み手が句を詠

み上げると素早く反応して

札を取り合い、張り詰めた

緊張感の中、白熱した試合

か

を展開しました。決勝戦は

り

大束中学校同士の対戦。一

え とう

江藤 里華さん

枚差という接戦の末、江藤

大束中学校 １年

1

防出初式が行われました。土居団長以下、６分団

気引き締まる
分団長になって６年になります。
今年の出初式は例年より暖かく、
表彰や感謝状授与も良い意味で
簡素化したことにより、スムー
ズに進んだように思います。去
年本城では火事が２回あったの
で、夜警や火災予防の広報活動
にますます力を入れたいです。

部３９０名の消防団員が集結し、団長あいさつの後、

分列行進や車両行進を披露。

さらには、一斉放水で新春

の空に水のアーチを描き、

地域の安全を守る決意を新

たにしました。式典では、

南さくら保育園児による太

鼓演奏や、これまで消防活

まさる

動に尽力してきた団員らに

た

県消防協会などから表彰状

ぼ

6

日ごろの思いを堂々発表

１月
34

く

久保田 優さん

里華さんが優勝しました。

日、
串間市漁協荷さばき所で恒例の
『第 回

14

17

本城分団長

5

豊漁願う新春恒例初競り

１月
17

4

や感謝状が贈られました。

日、南那珂地域家畜市場で『子牛の

14

高値続出の競り出足好調

13

日～

19

１月

を聞く会（主催：市青少年育成市民会議、市教育委

名が日ごろの生活で思うこ

とや自身の夢、地元への思

いなどさまざまなテーマで

発表し、教育関係者、保護

者ら約４００人が耳を傾け

緊張しました
先生たちと30回以上練習してき
ました。とても緊張したけど、
最後までうまく発表できたと思
います。発表は、亡くなったお
母さんのことについて話しまし
た。発表内容を考えるときに家
族や友だち、地域の人たちの大
切さを改めて確認できました。

ていました。発表者は、力

加藤 弘菜さん

強く自分の意見を述べ、そ
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ひろ な

の堂々とした素晴らしい発

9

か とう

表に、来場者からは大きな

都井岬へ訪れた皇太子さま
おいしそうな手料理が並ぶ

笠祇小学校 ６年

拍手が送られていました。

●●●●●●●●●●●●
１月13日、市農村改善セ
●●●●●●●●●●●●
ンターで『第10回串間んよ
●●●●●●●●●●●●
かむんを食べてみろ会』が
●●●●●●●●●●●●
開催され、農家女性で構成
●●●●●●●●●●●●
される串間21レディの皆さ
●●●●●●●●●●●●
んが地元食材を使った手料
●●●●●●●●●●●●
理を振る舞いました。同グ
●●●●●●●●●●●●
ループは、今年度をもって
●●●●●●●●●●●●
解散する予定で、この日は
●●●●●●●●●●●●
家族などこれまでお世話に
なった方々を招待しました。

新春串間市漁協初競り』が行われました。今年もく

皇太子さま
よかむんを
食べてみろ会
ご来串

自分も競りは初めてなのですが、
孫に競りの雰囲気を味わわせた
いと思って一緒に来ました。模
擬競りでトビウオやメジナなど
新鮮な魚を落札できて良かった
です。帰ったら刺身にして孫に
食べさせてあげます。来年は娘
たちも連れてまた来たいですね。

初競り』が行われました。はじめに市長や関係者ら

初めての体験

員会）
』が行われました。市内の全小中高の代表

ら汁やお菓子の振る舞いに

長蛇の列ができていました。

新鮮な魚介類が用意された

一般参加者による模擬競り

や豪華景品が当たる抽選会

も大盛況。串間くるみ太鼓

による祝太鼓の演奏も披露

よしひろ

され、訪れた多くの市民が

ふくもと

福元 芳寛さん

新年のにぎやかな競りの雰

志布志市在住

しま朝市「よかむん市」と同時開催。会場では、あ

例年と比べて10万円くらい高値
がついて驚いています。高齢者
の生産者が多くなり、牛の数は
少なくなったというのが１つの
原因なのが寂しいです。育てる
のが大変だったり、口蹄疫の影
響などもあると思うのですが若
い生産者が増えてほしいです。

が 鏡 割 り を し て 今 年 の 市 場 の 盛 況 を 願 い、 競 り を

開始しました。多くの生産

者が見守る中、全国から集

まった購買者により子牛が

次々と競り落とされ、市場

は 活 気 に 溢 れ て い ま し た。

万８，８０９円

75

2

日間で６５８頭の子牛が

平均価格

黒木 忠幸さん・知子さん
未来のために

で落札され、昨年の初競り

とも こ

万ほど上回る幸先の良

ただゆき

囲気を味わっていました。

選手の皆さんお疲れさまでした

くろ ぎ

を

１月10日、
『第６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08秒で、市郡の
部19チーム中17位でしたが、
チーム一丸となった懸命な
走りで昨年より総合タイム
を24秒短縮し、最後までタ
スキをつなぎ切りました。

日南市在住

いスタートを切りました。

市町村対抗
駅伝競走大会

18
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