2
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。

3

絵本ライブで親子ら笑顔

さんの絵本ライブとワークショップが開かれました。

人が参加し、読み聞かせや絵本作りを通じ、絵

11

1

砂にまみれて全力プレー

ー大会ＩＮクシマ」（串間市青年団協議会主催）が開

約

10

十五夜の空に炎のアーチ

り「古式十五夜柱松」が行われました。雨の中、市

催されました。市内外から チーム約350人が参

本の楽しさを味わいました。

40

日、市立図書館で絵本作家さいとうしのぶ

木小学校児童による「子供柱松」で幕開け。市木保

加。砂まみれで全力プレー

絵本ライブでは、さいとう

さんが歌いながら話を展開

し、子どもたちは話と本の

世界に引き込まれている様

今後の参考に
さいとう先生の絵本が好きで、
たくさん持っています。初めて
見ることができて良かったです。
今日は、先生の読み聞かせを聞
くことができて、とても参考に
なりました。家での読み聞かせ
の参考にしたいですね。絵本作
りもいい思い出になりました。

子でした。また、自分の名

なお こ

前を使った絵本作りにも挑

ゆ き こ

戦。参加者はイメージをふ

たけ だ

武 田 由貴子さん・尚子ちゃん

くらませて絵を描き、自分

福島地区・上小路

だけの絵本を作りました。

6

15

月

育所園児による松の下笹踊

の熱戦が繰り広げられ、豪

昭和47年生まれの同級生チーム
で参加しました。昨年に続き２
回目です。練習なしで試合に臨
みましたが、体が思うように動
かず、日ごろの運動不足を痛感
しました（笑）。試合は全敗で
したが、みんなで楽しめました。
来年こそは１勝したいですね。

27

日、今町浜特設会場で「第 回ビーチバレ

りや地元住民による歌謡な

快なスパイクや巧みなレシ

55

同級生の絆で

９月

ども行われました。日が暮

ーブが決まると、大きな歓

モ

特別ゲストとして串間市出

ン

さか

ミ

ＭＩＮＭＯ～♪の皆さん

ぐち か ほ

チーム

27

日、岩折神社前広場で市木地区伝統の火祭

れると、心配された雨も止

声が送られました。また、

やっと入った
小学校に入学して、毎年参加し
てきましたが、今年初めて一番
に入れられてうれしかったです。
松明を投げてかごに入れるのは
やはり難しかったです。後輩た
ちにはこの伝統を受け継いで
いって、これからも市木の柱松
をしっかり守ってほしいです。

９月

メートルの柱

み、 高 さ 約

身でビーチバレー選手の坂

20

せ こ

頂上めがけて、松明を投げ

口佳穂さんが来場。エキシ

38

名の勢子たちが建立。

入れました。夜空に炎のア

ビジョンマッチを行い、大

松を

ーチを描き、命中すると大

ひろ や

会を盛り上げていました。

日、都井岬で秋のスケッチ大会が行われ、

18

ときとう

時任 裕哉くん

5

都井岬の風景色鮮やかに

月

10

市木小学校 ６年

きな歓声が上がりました。

日、串間市民総合体育館で『いたちみろか

12

4

ニュースポーツを楽しむ

月

小学生ら約 人が参加しました。自然に触れながら、

10

手作りろうそく幻想的に

11

日、運動公園で電気を消してキャンドルを

い！くしまんスポーツフェスタ 2015』が開催さ

思い思いに小松ヶ丘広場からの風景を色鮮やかに描

き、都井岬の大自然を画用

紙いっぱいに収めました。

15

月

灯すイベント
『キャンドルナイト くしま2015』

in

れました。体力づくりとニュースポーツの普及を目

人が参加し、シャ

的に開催され、今回で６回

目。約

この日描かれた絵はビジタ

ーセンターに展示され、入

場者により入賞作品が選ば

都井岬には初めて来ました。ス
ケッチ大会では、海や山の絵を
描きました。うまく描けたので
優勝できればうれしいです。は
がき作りも面白かったです。馬
ふんからはがきが作れるのを初
めて知りました。しわしわにな
らないように丁寧に作りました。

れます。午後からは、馬ふ

植村 愛音さん
うまく描けた

ん紙はがき作りに挑戦。洗

あい ね

が 開 催 さ れ ま し た。 地 球 環 境 問 題 や エ コ に 関 心 を

持つきっかけとして、また、

市民の心の癒しになるよう

フルボードや卓球バレー、

ペタンクなどのニュースポ

ーツを楽しみました。歓声

あり、笑いありの和やかな

雰囲気の中、参加者たちは

うえむら

濯洗剤などできれいに処理
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日南市在住

した馬ふんを使い、親子で

9

60

スポーツイベントに参加するの
が楽しみで、毎年参加していま
す。毎日ウォーキングとラジオ
体操をしていて、体を動かすの
は大好き。今日はみんなと和気
あいあいと楽しめたし、いい汗
をかけました。次回も参加した
いですね。楽しみにしています。

はがき作りを楽しみました。

都井岬へ訪れた皇太子さま
贈呈の様子

気軽に取り組めるニュース

せつ こ

ポーツで、心地のよい汗を

大束地区・下新町

日髙 節子さん
楽しめました

●●●●●●●●●●●●
10月６日、ＪＡ串間市大
●●●●●●●●●●●●
束やＪＡはまゆうの生産者
●●●●●●●●●●●●
らが県庁を訪れ、本年産
●●●●●●●●●●●●
の甘しょ10㎏とそれを使用
●●●●●●●●●●●●
した加工菓子「スティック
●●●●●●●●●●●●
ポテト」を河野知事に贈呈
●●●●●●●●●●●●
しました。長雨や日照不足
●●●●●●●●●●●●
の影響が心配されましたが、
●●●●●●●●●●●●
例年通りおいしい甘しょが
●●●●●●●●●●●●
収穫されているようです。

にと毎年開催されており、

ジュニアリーダーで参加し、キ
ャンドルを並べるお手伝いをし
ました。卵の殻や廃油を利用し
てキャンドルが作られていたり、
イベントを通してエコについて
考える良い機会になりました。
串間を活性化していくためにこ
れからも続けてほしいですね。

ひ だか

河野知事に
皇太子さま
甘しょを贈呈
ご来串

回目。会場には、

ゆ

今年で

み

卵の殻や廃油を利用した

わきもと

3200 個の手作りキャン

り

ドルが並べられ、参加者た

み

ちが一つひとつ点火。夜が

え

流して交流を深めました。

式典の様子

つ まがり

津曲 恵美里さん
脇元 海由さん
エコを考える

更けるにつれて、幻想的な

10月10日、市文化会館で
串間市戦没者合同追悼式が
行われました。約３５０人
が参列し、串間市戦没者遺
族連合会会長の城光也さん
らが追悼の言葉を述べまし
た。戦争で犠牲となった英
霊に哀悼の意を捧げ、戦後
70年という節目に、平和へ
の誓いを新たにしました。

福島高校

光が会場を照らしました。

戦没者合同
追悼式

12

10

広報
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