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　11月19日、南九州市駅伝競走大会があり、18地区が
出場しました。粟ヶ窪小学校前をスタートした選手は、
豊玉姫神社前などを通り川辺文化会館までの12区間、
19.8ｋｍのコースを走りました。力を出し尽くしてた
すきをつなぐ姿に感動し、沿道では地域の多くの方が
応援をしていました。

御 ～第９回南九州市駅伝競走大会～
領地区 初の総合優勝

　平成29年における春の叙勲等（４月29日付け発
令）、秋の叙勲等（11月３日付け発令）を受章され
ました４人の方をご紹介します。
　皆さん、おめでとうございます。

平 ～さまざまな分野における功績をたたえ～
成29年 春・秋の叙勲等 受章者

総合の部　優　勝　御領地区　　１時間 10 分 42 秒
　　　　　準優勝　粟ケ窪地区　１時間 11 分 39 秒
　　　　　第３位　霜出地区　　１時間 13 分 36 秒
Ｂクラス　優　勝　宮脇地区　　１時間 15 分 10 秒
Ｃクラス　優　勝　中福良地区　１時間 27 分 01 秒
躍 進 賞　大丸地区　　前回記録を１分 03 秒短縮

第１区 松山　楓弥 松　山
第２区 眞茅　晃毅 霜　出
第３区 上之　稜太 霜　出
第４区 松尾　杏華 粟ヶ窪
第５区 奥薗健一郎 御　領
第６区 倉村　　空 別　府
第７区 藏元　勇人 御　領
第８区 藏元　健心 御　領
第９区 下窪　優真 粟ケ窪 新
第 10区 中木原毅尚 松　山
第 11区 郡山　　陸 御　領 新
第 12区 松久保奏太 霜　出

※新：区間新記録
※�詳しい成績は、市ホームページで紹介
しています。

▲�優勝を目指して、一斉にスタートする選手たち。

▲�総合１位でゴールする御領地
区アンカーの田原来琉さん。

区間賞（敬称略）

▲�第５中継所（浮辺十文字）。 ▲�第８中継所（豊玉姫神社前）。

叙勲等の名称
①氏名
②地域
③功労概要
④主要経歴

瑞宝双光章
①鶴田 夫 さん
②鹿児島市
③地方自治功労
④元 南九州市副市長

藍綬褒章
①江平 フサ子 さん
②知覧町郡
③更生保護功績
④現  保護司

瑞宝双光章
①福元 作男 さん
②知覧町永里
③地方自治功労
④元 知覧町副町長

旭日双光章
①東 展弘 さん
②川辺町平山
③地方自治功労
④元 川辺町長

春

秋



あ ～南九州市あかりの道標ちらん灯彩路～
かりが灯す知覧の夜 30 ～かわなべ摩崖仏まつり～

回目も川辺の魅力満載

神 ～川辺高等学校なぎなた部～
戈陵魂で全国での活躍誓う地 ～薩南工業高等学校ソフトボール部～

元知覧の地で県大会優勝
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　11月11日、南九州市あかりの道標ちらん灯彩路が
開催され、知覧武家屋敷庭園から矢

やびつばし

櫃橋一帯は幻想
的な光の世界に包まれました。
　竹や和紙で作られた灯ろうをはじめ、10月15日に
行われた“世界に一つだけの自分だけの灯ろうを作
ろう！ ”で、市民の皆さんが制作したオリジナルの
陶器製の灯ろうも飾られ、薩摩の小京都・知覧の夜
を彩りました。

▲�約 13,000 個のあかりが、寒空の下、見物に訪れた多くの来場者を温か
く包みました。

　11月12日、川辺町の清水岩屋公園でかわなべ磨崖
仏まつりが開催されました。恒例の玉入れ合戦には
67チームが参加し、会場は大いに盛り上がりました。
　また、子どもたちの取組が会場を沸かせた相撲大
会をはじめ、川辺焼絵付け、蒔絵、金箔押しなどの
体験コーナーや、磨崖仏太鼓などのステージでの催
しも多数あり、今回で30回目の節目を迎えたまつり
は多くの来場者で賑わいました。

▲レベルの高い熱戦が繰り広げられた玉入れ合戦。

　10月31日、ソフトボールの第36回鹿児島県高校新
人大会が知覧平和公園で開催され、薩南工業高校ソ
フトボール部が見事初優勝を果たしました。決勝戦
は、逆転２点本塁打などで苦しい展開をひっくり返
し、選手の皆さんの健闘が光る試合となりました。
　また、来年３月に高知県高知市で開催される全国
高校選抜大会への出場も決定しています。ソフト
ボール部員皆さんの更なる活躍を期待しています。

▲�決勝戦５対３で勝利し、全国大会出場を決めた薩南工業高校ソフトボール
部の皆さん。

　10月21日、なぎなたの第39回鹿児島県高校新人大
会が鹿児島市で開催され、川辺高校なぎなた部が団
体の部で優勝。個人の部でも１位から３位を独占し、
来年３月に兵庫県伊丹市で開催される全国高等学校
なぎなた選抜大会への出場を、団体・個人ともに決
めました。髙山監督が「まだまだ伸び代がある」と
評する部員の皆さんは、全国の舞台での活躍を誓い、
日々の練習に取り組んでいます。

▲�川辺高校なぎなた部の皆さん。左から當房さん、柳田さん、有馬さん、
秋葉さん、髙山監督。



全 ～南九州市社会福祉協議会～
国社会福祉協議会長表彰 知 ～知覧茶マルシェ～

覧茶と武家屋敷を楽しむ

牛 ～牛乳消費拡大キャンペーン～
とのふれあい体験厚 ～小山修二さん～

生労働統計功労者大臣表彰
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　11月22日、東京都港区で開催された全国社会福祉
大会で、南九州市社会福祉協議会が全国社会福祉協
議会長表彰を受けました。
　市社会福祉協議会では、住民に寄り添った話し合
いの推進や、ＮＰＯ法人・市商工会と連携した生活
支援の仕組みづくりなど、さまざまな福祉向上の活
動に取り組んでおり、そのことが認められ今回の表
彰となりました。

▲ �12月６日、表彰の報告に来庁した市社会福祉協議会の皆さんと塗木市長。
写真左より髙良幸匠事務局長、田之𦚰厚会長。

　11月23日、知覧茶銘柄統一を記念した“知覧茶マ
ルシェ ”が、知覧武家屋敷群内藤棚公園で開催され
ました。これは観光と知覧茶の連携による取組み
で、お茶や特産品の販売ブースをはじめ、イケメン
茶屋・お茶の手揉みや種類当てなどのお茶文化体験
コーナーや、座禅・竹灯籠づくり・仏壇技術など多
彩なイベントが行われ、1,000名を超える来場者で
会場は賑わいました。

▲�おいしいお茶でおもてなしする“イケメン茶屋 ”。海外からの観光客も知
覧茶と武家屋敷の風景を楽しんでいました。

　11月13日、統計調査に尽力した功績をたたえる厚
生労働統計功労者大臣表彰の伝達式が南九州市役所
で行われ、川辺町田部田にお住まいの小山修二さん
が表彰されました。
　今回の表彰は、小山さんが平成26年８月から28年
７月まで従事された毎月勤労統計調査員としての業
務成績などが、特に優秀であったことを認められた
ものです。

▲表彰状を手にする小山修二さん（左）と塗木市長。

　11月18日、南九州市酪農振興会が主催する牛乳消
費拡大キャンペーンが、頴娃町の勝縁こども園で開
催されました。園児たちは、子牛とのふれあいや乳
しぼり体験で間近で見る牛に触れると「すごく大き
い」「あったかい」と元気な声を上げ、バター作り
体験では「おいしい」「家でも作ってみたい」とい
う声が聞かれ、牛乳の良さを再発見する貴重な体験
となりました。

▲�酪農家から教わりながら、生まれて初めて乳しぼりを体験する園児。乳が
出ると「出た！」と元気な声が上がりました。



頴 ～松原小学校学習発表会～
娃弁で演じた“大きなかぶ” 清 ～小学校と地域が一体になって～

水っ子音頭踊ろうよ！

え ～第９回南九州市歩こう会㏌頴娃・開聞～
いもん!かいもん!あるくもん!生 ～髙田石切り場周辺整備完了～

まれ変わった水の郷
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　11月26日、松原小学校の学習発表会が行われ、全
校児童11人が頴娃弁で演じたミュージカル“大きな
かぶ”が注目を集めました。当日集まったテレビ局
などの取材に気後れすることなく、子どもたちは「あ
べぇ、ぬけんにぃ」とかわいい頴娃弁や、練習の成
果を感じさせる歌と踊りを披露。子どもたちが育て
た焼きいもの振る舞いもあり、大きな盛り上がりを
見せた学習発表会となりました。

▲ �“ 大きなかぶ ”を演じる松原小学校の 11人。かわいい頴娃弁と演技に、
会場は温かい歓声と笑いに包まれました。

　11月26日、川辺町清水小学校で学習発表会が、地
域の祭り“といあげまつぃ ”と同時に開催されまし
た。音楽劇、研究発表、古典劇の舞台発表のほか、
今年誕生した“清水っ子音頭”も披露されました。
　この音頭は、「地域と共に」との思いで教頭先生
が作詞・作曲、振り付けまで手掛けたもので、全校
児童と先生、保護者で観客の皆さんの周りを輪に
なって踊り、お披露目は大成功となりました。

▲�児童 16 人による音頭披露の様子。おそろいのハッピは、児童たちへ、
当日サプライズお披露目となりました。

　11月23日、川辺町の高田石切場で周辺整備工事の
完成式典が開催されました。この工事は、県の地域
振興事業の採択を受け、市が平成26年度より実施し
てきた、水汲み場など石切場周辺の湧水を活用した
環境整備です。東屋やトイレの設置、水汲み場、園
路・駐車場の舗装など整備がされ、湧水を汲みに訪
れる方々がより利用しやすく、ホッと一息つける憩
いの場となりました。

▲�完成を祝し“高田太鼓踊り”が奉納されました。踊りの奉納は５年ぶりで、
森の学校、飯倉神社、高田小学校でも奉納され、工事の完成に花を添え
ました。

　11月26日、南九州市連合青年団主催の“南九州市
歩こう会”が開催されました。当日は雨天のため行
程を一部変更し、頴娃・開聞地域の沿岸部約13km
を約40人で歩きました。参加者は薩摩富士（開聞岳）
を見ながら、瀬平公園での記念撮影や花瀬望比公園
での散策を楽しみました。昼食には南九州市地域女
性連特製のカレーライスが振る舞われ、身も心も温
まった様子でした。

▲�参加者の皆さん。小雨が降る中でしたが全員無事に歩き抜くことができま
した。市連合青年団の皆さんの更なる活躍に期待します。



　11月22日、市は、ＤＨＣと包括連携に関する協定
を締結。本協定は、官民相互の連携と協力で、市民
の健康増進や地域産業の活性化などの推進を目的と

しています。今後
は、知覧茶を活用
した健康補助食品
の開発など、双方
に有益となる事業
の展開を図ること
としています。

　10月１日と29日、よりよい市政運営のため“市民
の声が羅針盤”のスローガンの下、市政懇談会が開
催。市長らを交えたグループワークを行い、女性や

働き盛り世代の参
加者らが、子育て
支援、公共施設・
交通の利活用、移
住定住支援などへ
の意見や質問を出
し合いました。

　11月21日と22日、北九州市との学校給食交流が行わ
れました。本市の児童たちは、北九州市合馬産のたけ
のこを使った“筑前煮”と、北九州市郷土料理の“いわ

しのぬか味噌炊き”を味わい、北九州市では本市特産のさつまいもを使った“さつま汁”と“きびなごのかば焼
き”が献立となりました。中福良小学校には本多副市長と北九州市からの派遣職員である東方さんが、田代
小学校には中村教育長が訪問し、児童と一緒になって北九州市の味を楽しみました。

学 ～北九州市との学校給食交流～
校給食で南北交流の日

知 ～お茶会 with ぬるき市長～
覧茶を飲みつつ市長と語ろう

▲��参加者の声に耳を傾ける市長。収束した意
見と回答は市ホームページで公開予定です。

包 ～（株）ディーエイチシー（ＤＨＣ）～
括連携に関する協定を締結

▲（株）ディーエイチシーとの協定式。市の特産
　品を活用した商品開発が期待されます。

　11月24日、本市の目指すべき将来像とまちづくり
の方向性を示す第２次総合計画の案に対する答申書
が、総合計画審議会から市長へ提出されました。全

３回の審議会で16
人の委員が検討・
審議した答申書の
内容を参考に、市
は今年度中に計画
策定することとし
ています。

み ～総合計画審議会答申書の提出～
んなでつくる総合計画

▲�市長へ答申書を提出する審議会会長の石元
宏二さん（左）。

　11月22日に100歳のお誕生日を迎えた福留サチさ
んを副市長が訪問。祝金と花束を贈呈し、お祝いし
ました。サチさんは現在は施設でお過ごしですが、

ご家族によると若
いころはスポーツ
万能なお母さん
だったとのこと。
長生きの秘訣は、
適度に体を休める
ことだそうです。

百 ～福留サチさん～
歳おめでとうございます

▲�ご家族と副市長に囲まれて、お祝いされる
福留サチさん（左から３番目）。

▲�北九州市の小倉中央小学校。南九州市の味を
美味しそうに食べてくれて感激です。

▲�中福良小学校。東方さんの北九州市の話を聞
きながら、みんなで楽しく給食。

▲�田代小学校。中村教育長と一緒に北九州市の
味を堪能。
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