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第27回えいのゴッソイまつり開催！
	 ～牛のゴッソイ焼きと大迫力の花火～

▲毎年大行列の牛のゴッソイ焼き。その美味しさに、お茶むらい
も思わずニッコリ！

第 25回スピーチコンテスト
	 	 ～平和へのメッセージ from知覧～

８月 17 日、頴娃運動公園で第 27 回えいのゴッソイまつりが開催され
ました。まつりの目玉である牛のゴッソイ焼きでは、毎年のことながら大
行列ができ、会場のお客さんに美味しい焼肉が振舞われました。また、
ステージでは、総踊りで「南九州市民音頭」を会場の皆さんで一緒に踊っ
たり、頴娃町出身のミュージシャン サカキマンゴーが凱旋ライブを行った
りするなど大いに盛り上がり、最後は会場近くで打ちあがる大迫力の花火
で、まつりを締めくくりました。

「あした　いのち　かがやけ」のテーマのもと、命の尊さ、平和への大切さを伝える「平和へのメッセージ
from 知覧第 25 回スピーチコンテスト」が、8 月 15 日の終戦記念日に知覧文化会館で開催され、市内外の多く
の方が来場されました。全国から 4,605 点という多数の作品が寄せられ、この中から１次・２次審査を通過し、
最終審査に残った 12 人が命や平和の大切さについて発表しました。どのスピーチも素晴らしい内容で、戦争に
関するもの、身近な家族や命をテーマとしたものなどがあり、会場の多くの皆さんは発表を熱心に聞いていました。

また、スピーチ発表の後に行われた記念講演では、テレ
ビをはじめ各メディアにおいてさまざまな提言を行ってい
る金美齢さんが「21 世紀を向かえて、次代に伝えたい美
しい日本の心」と題して、貴重な講演をしてくださいました。

●審査結果（敬称略）
【中学生の部】

最優秀賞 山口 真希穂 知覧中 3 年 （南九州市）
優  秀  賞 諸井 夕夏 河頭中 3 年 （鹿児島市）
特　　選 村上 美鈴花 隼人中 2 年 （霧島市）
特　　選 木村 早也香 河頭中 1 年 （鹿児島市）

【高校生の部】
最優秀賞 宮嵜 麻由香 五ヶ瀬中等教育学校２年 （宮崎県小林市）
優  秀  賞 松元 亜弥 種子島中央高校 2 年 （南種子町）
特　　選 片山 佳穂 北桑田高校 1 年 （京都府南丹市）
特　　選 宮本 奈生 播磨農業高校 3 年 （兵庫県宍粟市）

【一般の部】
最優秀賞 下平  出穂 36 歳 （埼玉県越谷市）
優  秀  賞 城内  香葉 20 歳 （静岡県静岡市）
特　　選 倉本  佳則 51 歳 （大阪府大阪市）
特　　選 近藤  己順 31 歳 （大阪府羽曳野市）

※スピーチコンテストに合わせて南九州市内の小学生による平
和作文コンテスト（応募総数 481 点）も行われました。

　優  秀  賞　中釜  望希　中福良小６年
▲素晴らしいスピーチをしてくださった出場者の皆さん。
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▲今回は中禮辰美さん製作の２体のかかしも登場、またひとつ見どころが増え
ました。（表紙をご覧ください）

田んぼアート２０１４	 ～今年は２体のかかしもコラボ～

川辺町の本別府大久保自治会で、自治会青壮年部
が地域を盛り上げようと、お盆の８月 13 日に灯籠約
600 個を集落全体に設置しました。これは「先祖の
御霊を迎え・送る灯りの夕べ」と銘打って昨年から
実施しています。青壮年部の東文男さんは、「今年は
高齢者の会『キラリ会』が協力してくれて良かった。
盆の風物詩として続けたい」と話していました。

▲辺りが薄暗くなる頃、帰省した子どもたちを連れた方々が、暗闇に浮かび上
がる光のページェントの幻想的な雰囲気を楽しんでいました。

先祖の御霊を迎え・送る灯りの夕べ	 ～川辺町		本別府大久保自治会～

第６回南九州市ふれあい球技大会
	 ～広げようスポーツの輪、つなげよう地域の心～

８月３日、知覧平和公園をメイン会場に「第６回南九州
市ふれあい球技大会」が開催されました。各校区・地区か
ら選ばれた選手が、各会場で熱戦を繰り広げました。

《各競技入賞結果》
【ソフトボール】（参加 22 チーム）
優勝：御領　２位：上別府　３位：知覧 B、郡

【バレーボール】　（参加 22 チーム）
優勝：上別府　２位：宮脇　３位：知覧 A、勝目

【グラウンド・ゴルフ】　（参加 47 チーム）
優勝：川辺Ｂ　２位：中福良 B　３位：川辺 E

▲御領チーム

【優勝チームの皆さん】

▲上別府チーム ▲川辺Ｂチーム

田部田農業機械利用部会が主催し、川辺町田部田
の水田で行っている田んぼアートが４年目を迎えまし
た。今回の図柄はお茶むらい、観音様と「世界 ( 祈 )
平和」の文字が鮮やかに描かれています。部会では
世界で起こっている紛争がなくなり早く平和になって
欲しい、さらに知覧特攻平和会館のユネスコ世界記
憶遺産が登録されるよう決めたそうです。
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８月 15 日に川辺町清水の木塲田テルさんが 100
歳を迎えられました。木塲田さんが生活している川辺
みどり園を霜出市長が訪問し花束とお祝い金を贈呈
し、ご家族と一緒に長寿をお祝いしました。

木 塲 田さん
の長生きの秘
訣 は、 好き嫌
い なく何 でも
食べることだそ
うです。

8 月17 日、「そよ風事業」が開催されました。これは男
女共同参画の視点に立った地域づくり活動です。高齢
者や障害者の特性を学んだあと、自治会内を歩き、最

後は自治会新聞づくり
に挑戦。老若男女の
多角的な視 点により
温かい手作り新聞が
完成し、地域の魅力
や支え合う気持ちを
再認識しました。

鹿児島県緑の少年団活動発表大会で知覧小学校の緑
の少年団が最優秀賞を受賞しました。少年団は「自然の
中で学ぶ！遊ぶ！そしてつながる！」をテーマに南薩地域

植樹祭の参加や学校
林での夏のキャンプ、
森の秋祭り、知覧灯
彩路竹灯篭づくり、巣
箱づくりなどのバラエ
ティに富んだ活動が評
価されました。

８月 25 日、南九州警察署川辺交番で地域安全広
報用 CD の贈呈式がありました。これは、川辺交番
連絡協議会が交通安全・防犯の呼びかけ用として川

辺高校放送部に制作
を 依 頼。 鹿 児 島 弁
バージョンは高齢者
でも分かりやすく、
一度聴いたら印象に
残るようにとの想い
が込められています。

▲制作に携わった上之門優里さんは「高齢
者をはじめ地域を守る声として犯罪被害
の防止に役立ってほしい」と話しました。

▲学校林では、森の秋祭りで巣箱づくり、焼
きいもや焼きパンづくりなどの活動を行っ
ています。

地地域安全広報用ＣＤを贈呈	 ～川辺高校放送部が１カ月を費やして完成～ 「緑	の少年団」活動で２度目の最優秀賞！	 　～知覧小学校　緑の少年団～

「そ			よ風事業」で交流深める	 	 ～岡村自治会と（福）そてつ会の協働事業～

百歳おめでとうございます	 ～木塲田	テルさん（川辺町清水）～

薩摩英国館が有機栽培により製造している紅茶「夢
ふうきファーストフラッシュ」が、世界中から各部門
あわせて１万点近くの出品があったイギリスの「グレー

ト・テイスト・アワー
ド 2014」 で 二 つ 星
金賞に輝きました。
一昨年出品の三つ星
金賞に続き、同コン
テストで６回目の金
賞受賞となりました。

薩摩英国館の紅茶		二つ星金賞を受賞！	 ～イギリスの国際的食品コンテスト～

８月 10 日に川辺町上山田の田代ニワさんが 100
歳を迎えられました。霜出市長がご自宅を訪問し花
束とお祝い金を贈呈し、ご家族と一緒に長寿をお祝

いしました。
田代さんの長生き

の秘訣は、のんびり
生活し、くよくよしな
いことだそうです。

百歳おめでとうございます	 ～田代	ニワさん（川辺町上山田）～

▲田中京子館長は、受賞について「紅茶の品種
（べにふうき）が素晴らしい。また、ここの
気候が栽培に合っている」と話しました。

▲小中学生14人を含む82人が参加。まち
歩きを通じ、危険箇所の点検や昔からの言
い伝えなどを知ることができました。

▲ご家族や職員の皆さんとともに長寿をお祝いしま
した。

▲霜出市長がご自宅を訪問し、田代さんの長寿
をお祝いしました。


