市内では
いろんなことが
ありました。

વ 統の伊﨑田相撲が開催！

 通安全を啓発しました

第 107 回目の伝統ある伊﨑田相撲が開催

1000 人街頭立哨パレードが開催され、市

されました。

内各地で交通安全啓発を行いました。

10 月 18 日、伊﨑田小学校相撲場において、第

９ 月 29 日、 市 内 の 国 道 220 号 線 沿 い と 県 道

107 回伊﨑田相撲大会が開催されました。同大会は、

110 号線沿いで 1000 人街頭立哨パレードが行わ

明治時代に戊申詔書の発布を記念して開催されたこ

れました。同パレードは、毎年秋の交通安全期間中

とが始まりの伝統行事です。小、中学生や一般の取

に行われ、志布志警察署の白バイを先頭に青パト隊

組、化粧まわし土俵入り、赤ちゃん土俵入りなどが

がパレードし、沿道には地元の企業や学校の児童・

行われ、多くの観客が楽しんでいました。

生徒が立哨してドライバーに交通安全を訴えました。

ㄘ 業経営をより良くするために

ᄙ 大な努力が評価されダブル受賞

市内で農業を経営する 13 家族が、農業経営の

志布志ロータリークラブが国際ロータリーク

安定のために家族経営協定を締結しました。

ラブ会長賞を受賞しました。
10 月 27 日、志布志ロータリークラブの田浦天志

10 月 26 日、市役所において家族経営協定の調

さん（前会長）と山元秀樹さん（前幹事）が市長に

印式が行われ、農業を経営する 13 家族が協定を締

受賞を報告しました。クラブの奉仕活動などの功績

結しました。同協定は、家族の話し合いと男女共同

が認められ、鹿児島、宮崎のロータリークラブから

参画を経営に活かし、より良い農業経営を目指すも

唯一の受賞であり、また田浦さんがクラブ会長功績

のです。協定を締結することで認定農業者制度など

部門賞を受賞され、ダブル受賞の快挙となりました。

の様々な支援を受けることができます。

ߊ らしの安全・安心に貢献

㝼 料理のコツを学びました

市内の魚屋さんによる料理教室が行われ、魚の特

鹿児島県くらし安全・安心県民大会において

徴やさばき方の指導を受けました。

ࠝ ーケストラがやってきた！
潤ケ野小学校でオーケストラ演奏会が行わ

れ、迫力ある演奏に親しみました。
10 月１日、同小学校に大阪音楽大学の「ザ・カレッ

県知事より表彰を受けました。

10 月 11 日、香月地区公民館において、市内の

9 月 29 日、市長室において伝達式が行われ、交

魚屋さんによる料理教室が行われました。同教室は、

通安全功労表彰を井手元和子さん、黒松久美子さん、

普段切り身等で購入する魚を自分で捌いて料理する

防犯表彰を松﨑宗人さんに伝達しました。これらの

ことで、魚に親しみ、味わう機会を増やすため開催

表彰は、永年にわたり交通安全の意識の高揚や交通

しています。参加者は魚の特徴やさばき方の指導を

事故の防止、防犯意識の高揚や犯罪の防止に大きく

楽しみながら調理されていました。

貢献し、その功績をたたえて表彰されたものです。

ᚢ 後 70 年節目の戦没者追悼式
戦没者追悼式が行われ、平和のメッセージと

折鶴献納等を行い、平和への誓いを捧げました。

10 月 17 日、市文化会館で戦没者追悼式が行われ、

ジ・オペラハウス管弦楽団」の 65 名が来校して、
オー

遺族の方をはじめ、約 350 人が参列しました。遺

ケストラ演奏会が開催されました。近隣の森山小・

族代表の河原橋和典さんが「戦後 70 年、悲惨な戦

田之浦小、たちばな保育園の園児と地域の方々も参

争が今忘れ去られようとしているが、戦争のない社

加し、
オーケストラをバックに校歌を歌ったり、
オー

会に向けて恒久平和の発信を続けていく決意を新た

ケストラの指揮をするなど貴重な体験をしました。

にしていく」と追悼のことばを捧げられました。
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まちの話題

 育園で園児に読み聞かせ

ジュニアリーダークラブが 10 月３日に伊﨑田保

育園を訪問し、読み聞かせや交流活動を行いました。

◆日時：平成 27 年 11 月 29 日（日）
9：00 〜 16：00（小雨決行）
◆会場：有明開田の里公園

園児たちとの交流を終えた生徒は「最初は緊張し
たが、子どもたちが真剣に聞いてくれて嬉しかった。
一緒に遊ぶのは楽しかったが、保育士さんの大変さ

地産地消の農業祭！

も分かった」と感想を述べ、朗読の仕方だけでなく

●舞台演芸には、周防猿回しの会による猿回しショーや

小さい子どもとの接し方など、スキルアップに繋が

CHUTA のイリュージョンマジックショーを迎え、お

る異年齢交流となりました。

楽しみ抽選会など様々なイベントが盛りだくさん！
●今年は、志布志の新鮮な野菜とおしゃれな雑貨に
よるコラボスペース「志布志マルシェ」も出現！
●４市町（志布志市・都城市・曽於市・三股町）の
自慢の一品による「SHIMAZU グルメコンテスト」
も開催されます！

ᆔ 嘱状を食べて「幸せ〜」？

志布志市観光特産品協会の「スイーツ大使」に

タレントの上妻寿美さんが任命されました。

10 月 22 日、志布志市役所志布志支所でスイー
ツアイデアコンテストの記者発表が開催され、上妻

■問い合わせ先：ふるさとまつり実行委員会（港湾商工課内）
とまつり実行委員会（港湾商工課内） ℡：474-1111（内線 283）

さんにケーキで作られたスイーツ大使の委嘱状が交
付されました。委嘱状を食べた上妻さんは「とても

第 11 回 志布志ジョガー駅伝競争大会

参加者募集！

幸せな委嘱状交付式でした。オリジナルスイーツを
アピールしていきたい」と決意を表明しました。

◆期日：平成 28 年 1 月 11 日（月・祝日） 雨天決行
◆場所：志布志運動公園陸上競技場
◆参加料：小学生・中学生

ⓨ 手の大会で大健闘！

2,000 円／高校生以上 3,000 円

◆申込方法：所定の申込用紙に必要事項を記入し、参加料（現金書留、郵便

極真空手のジュニア・シニア大会で有明道場

小為替も可）を添えて申込みください。

の選手が活躍しました。

◆申込期限：12 月４日（金） 当日消印有効

９月 22 日、鹿児島アリーナにおいて行われた同

※申込後の参加料の払い戻しはいたしません。また参加料の払込みがない場合は、申込みは受理いたしません。

大会に同道場の 16 名が参加しました。同大会は学

■問い合わせ先：志布志ジョガー駅伝競走大会実行委員会（生涯学習課内） ℡：472-1111（内線 331・332）

年・性別と細分化されており、30 近くもある部門
の中の 9 つの部門で、4 名の優勝のほか 7 名が入

第 10 回志布志市小学校陸上記録会結果
各種目の１位の記録を紹介します。■は新記録です。
種目名
5 年男子 100m 走
5 年女子 100m 走
5 年男子走り幅跳び
5 年女子走り幅跳び
5 年男子走り高跳び
5 年女子走り高跳び
5 年男子 400m リレー
5 年女子 400m リレー
5 年男子 800m 走
5 年女子 800m 走
5 年男子ソフトボール投げ
5 年女子ソフトボール投げ

氏名

学校

宮脇 隆太
外園 晴人
新屋 美優
庄司 竜翼
西川 友梨
小林 勇太郎
中山 真理佳

有明小
野神小
志布志小
安楽小
香月小
香月小
志布志小

香月小学校
香月小学校
宮脇 隆太
有明小
橋口 摩利亜
志布志小
德留 悠太
野神小
谷口 莉央
原田小

記録
15″0
15″7
3m34cm
3m54cm
1m15cm
1m15cm
1′01″9
1′03″4
2′43″8
2′50″9
47m90cm
40m80cm

種目名
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氏名

6 年男子 100m 走
6 年女子 100m 走
6 年男子走り幅跳び
6 年女子走り幅跳び
6 年男子走り高跳び
6 年女子走り高跳び
6 年男子 400m リレー
6 年女子 400m リレー

清武 優太
古川 梨乃
村留 洸輝
髙原 雛子
五代 将悟
西川 遥
野神小
香月小

6 年男子 800m 走

多持 璃輝叶

6 年女子 800m 走
6 年男子ソフトボール投げ
6 年女子ソフトボール投げ
6 年男子 60m ハードル走
6 年女子 60m ハードル走
5・6 年男女混合 400 ｍリレー

■問い合わせ先：学校教育課

賞するなど健闘しました。12 月の南日本ドラゴン
学校
志布志小
有明小
香月小
有明小
原田小
香月小

野神小

佐野 妃花
志布志小
河野 晴斗
通山小
小治 舞桜
伊﨑田小
脇 悠斗
志布志小
古川 梨乃
有明小
尾野見小

指導係

カップ空手道選手権に向けて良い刺激となりました。

記録
14″5
14″7
3m91cm
3m99cm
1m31cm
1m20cm
58"2
1'00"8
2′39″81
2′45″19
63m11cm
47m4cm
10″9
10″2
1'06"2

℡：472-1111（内線 324）

㤥 木隆之文庫を設置しました
故 黒木隆之さんのご遺族から 100 万円の寄附

をいただき、126 冊の本を購入しました。

10 月２日、市立図書館において文庫開所式が行
われ、ご遺族がテープカットを行いました。文庫は、
生前の功績に鑑み、医療・福祉等の本 126 冊を購
入し、黒木隆之文庫として設置しました。黒木さん
は志布志町長を４期 16 年務め、町政発展のためご
尽力され、本市初の名誉市民でいらっしゃいました。

Ꮢႎߒ߱ߒ

Ꮢႎߒ߱ߒ

Shibushi City PR

Shibushi City PR

10

