新１年生、スタート！

～市立小・中学校入学式～

４月６日、市内の各小・中学校で入学式が行われ、今年度は 263 人
（男子 145 人、女子 118 人）の児童が小学校へ、285 人（男子 146 人、
女子 139 人）の生徒が中学校へ入学しました。
松山小学校では、19 人の新１年生に、瀬戸勝之校長が「この日を楽し
みに待っていました。小学校生活を楽しんでください」とお祝いの言葉を述べ、在校生を代表して菊永莉未さんが
「分からないことは何でも聞いてください。楽しい学校生活にしましょう」とお迎えの言葉を述べました。学校
の先生や在学生、地域の方々、保護者の皆さんが見守る中、かわいらしい新１年生が元気よく返事をする姿から、
また一歩成長した様子を見ることができたのではないでしょうか。

▲松山小学校の新１年生は、校長先生が話すお祝いの言葉を、じっと見つめ聞いてい
ました。

▲担任の先生の後をついて入場。在学生の花道や保護者・来賓からの拍手をあびて入
場する新１年生は、少し緊張している様子でした。

第 27 回えい新茶・大野岳マラソン大会
～お茶の香りに癒されゴールを目指す～

4 月 29 日（昭和の日）、「第 27 回えい新茶・

▼勢いよくスタートする、
さわやかコースの選手たち。

大野岳マラソン大会」が開催され、市内外から
総勢 1,438 人の参加がありました。
心配された天気にも恵まれ、新茶の香り漂うな
か、参加したランナーは一歩一歩力強く快走し、
それぞれのコースで健脚を競いました。フル登
山コースを完走した参加者は「坂はきつかったけ
ど、お茶の香りに癒されました」と笑顔で話しま
した。

大会結果（各部門１位、敬称略）
◇らくらくコース（３km）
◇さわやかコース（５km）
◇フル登山コース（18km）
13 分 48 秒
（男子）30 歳未満 永谷 勇介
59 分 54 秒 （男子）小学生
千知岩 響希 21 分 27 秒 （男子）小学３年生以下 中村 奏斗
小学４年生以上 倉村 空
11 分 42 秒
30 歳代 竹ノ内 賢次 1 時間 00 分 43 秒
中学生
郡山 陸
16 分 26 秒
中学生
高橋 和希
10 分 26 秒
40 歳代 細谷 岳男 1 時間 07 分 58 秒
30 歳未満 下野 雄大 17 分 33 秒
40 歳未満
蔭地 和成
10 分 08 秒
50 歳代 有木 俊二 1 時間 11 分 59 秒
30 歳代
津崎 格良 18 分 50 秒
40 歳以上
古道 昭式
11 分 15 秒
60 歳代 田原春 武 1 時間 14 分 06 秒
40 歳代
大野 誠一 18 分 39 秒
13 分 31 秒
70 歳以上 岩切 勝美 1 時間 26 分 25 秒
50 歳代
南 孝盛
17 分 36 秒 （女子）小学３年生以下 西田 光江
小学４年生以上 古川 美音
11 分 48 秒
（女子）40 歳未満 日置 ひろみ 1 時間 22 分 10 秒
60 歳以上 春田 武志 18 分 33 秒
中学生
木之下 沙椰 11 分 08 秒
40 歳以上 義永 祐子 1 時間 22 分 15 秒 （女子）40 歳未満 谷口 朋美 20 分 26 秒
40 歳未満
窪 加奈子
13 分 56 秒
40 歳以上 本村 鯉恵 20 分 10 秒
40 歳以上
川畑 利江
13 分 04 秒
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例、ゴールデンウィークフェア
～道の駅川辺やすらぎの郷～

▼さまざまなイベントを楽しむ来場者。
アグリランドえいではアグリロードのあ
じさいが５月下旬から見頃を迎えるそうです。
ぜひ、見に行かれてみては。

５月３日～５日、道の駅川辺やすらぎの郷でゴー
ルデンウィークフェアが開催されました。今回は開
業 15 周年記念企画として３日間通してお買上げ抽選
会が行なわれました。日替わりイベントでは頴娃町産
カーネーションのプレゼント、消防はしご車の乗車体
験、コイ・ウナギのつかみ取り大会などがあり、家
族連れなど市内外からの多くの来場者で賑わっていま
した。

ゴールデンウィーク、自然を満喫
～夢・風の里アグリランドえい～

５月３日～５日、「歌ごころワクワクの３日間」と銘
打ってアグリランドえいでゴールデンウィークイベン
トが開催されました。３日はあいにくの雨でイベント
は中止となりましたが、４日、５日は計画どおり行わ
れ、歌謡ショーのほかポニー乗馬体験、どじょうすく
いなど広大な自然のもと来場者はゴールデンウィー
▲母の日を前に南九州市花き振興会からカーネーション 200 束が無料配布
されました。

クを満喫したようでした。

清流溝にコイを放流

▼講師の説明を熱心に聞く参加者の皆さん。

～鹿児島水産高等学校から贈呈～

４月 27 日、大型連休を前に鹿児島水産高等学校
海洋科栽培工学コースの生徒が卵から育てたコイ 50
匹の贈呈式がありました。
式には、同校３年生 16 人と市長や議長、地元
の大心寺二葉保育園の園児など 40 人が参加しまし
た。式後は園児とともに、知覧武家屋敷通り近くの
県道沿いに整備されている清流溝に放流しました。

気軽に野菜づくりを楽しもう

～春夏野菜の栽培管理講習会～

４月９日、頴娃農業開発研修センターが春夏野菜
の栽培管理についての講習会を開催し、市内全域よ
り約 50 人が参加しました。参加者の一人は「にが
うりは、主枝にあまり実がつかないので、親づるを
摘んで子づる・孫づるを伸ばすことで実が良くつくこ
とを教わった。今年はたくさんの実がつくように栽培
▲園児と一緒にコイを放流する鹿児島水産高等学校の皆さん。

5

May 2015

したい」と笑顔で話しました。

農

業開発研修センター修了式

～都外川達郎さん（頴娃町牧之内）～

▼毎年恒例の手作りマスコットを、今年も交通安全の思いを込めて作りました。
写真は九玉小学校を訪問したときのものです。

都外川達郎さんが、３月 31 日をもって農業開発
研修センターの研修を修了し、「１年間の研修では大
変なこともありましたが、いろいろな作物の栽培管理
や病害虫診断などの観察力も身につきました。今後
は、研修で学んだことを活かしていきたい」と修了式
で抱負を述べました。都外川さんは、オクラ、さつ
まいもなどを栽培予定です。

事故０の願いを込めて、マスコット配布
～南九州市交通安全母の会～

４月１日、南九州市交通安全母の会が、新１年生
を対象にした手作りマスコット配布のため、頴娃地
域の７小学校を訪問しました。大迫茂子会長らは「児
童が登下校時に交通事故に遭わないよう、お守りと
して身につけてほしい」と話し、交通事故被害から
身を守る意味で「みいちゃん」と「まもるくん」と名
▲農業の研修に真剣に取り組む都外川さん（左）。

百歳おめでとうございます
～大木場宏さん（川辺町神殿）～

付けられたマスコットを手渡しました。

▼霜出市長がご自宅を訪問し、ご家族と一緒に長寿
をお祝いしました。

～城ケ﨑ハツミさん（知覧町郡）～

大 木 場 宏さんが、３月 10 日に

城ケ﨑ハツミさんが、３月 27 日に

100 歳の誕生日を迎えられました。

100 歳の誕生日を迎えられました。

大木場さんは川辺町役場に勤めら

霜出市長は特別養護老人ホーム憩い

れ、定年後も 90 歳頃まで農業に従

の里を訪問し、城ケ﨑さんの永年の

事し、97 歳までオートバイを運転

苦労をねぎらいながら花束とお祝金

していたそうです。17 歳から書き

を贈り、ご家族や施設の方と長寿を

はじめた日記は、現在も続けられて

お祝いしました。これからもお体を大

います。長生きの秘訣は、健康に
気をつけることだそうです。

～有薗シヅさん（川辺町高田）～

切に、健やかに過ごされますようお祈
りします。

有 薗シヅさん が、３月 25 日に
100 歳の誕生日を迎えられました。
有薗さんは結婚後、農業に従事し、
２人の子どもを育てられました。現
在は毎日の日記を書くことと、毎週
１回のデイサービスに行くことを楽
しみにされています。長生きの秘訣
▲霜出市長がご自宅を訪問し、ご家族と一緒に長寿
をお祝いしました。

は、くよくよしないことだそうです。

▲ご家族に囲まれて、嬉しそうな城ケ﨑さん。
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