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白熱したトップレベルの
ボートレース

　８月 5 日、市制 10 周年を記念して「いさ
ドラゴンカップ」が開催されました。硫黄山
噴火に伴い 4 月の大会は中止となりました
が、水面輝く晴天のレース日和に 40 チーム
500 人が参加しました。
　今回は小・中学生や市内職域チームの他に、
大阪府などから強豪５チームが招待されまし
た。炎天下の中、水しぶきをあげて力強く進
む姿はドラゴンそのもの。太鼓の音と声援が
響き渡り、白熱したレースが展開されました。

　夏の恒例イベント「伊佐市夏祭り」が今年
も開催されました。
　7 月 28 日、大口中心商店街で行われた市
中パレードでは、市内の幼稚園・保育園など
22 団体 1,000 人が威勢よく神輿を担ぎ、沿
道からの声援や水掛けも相まって通りは大変
賑わいました。
　夜は市民総手踊りに 34 団体 1,300 人が参
加。それぞれ華やかな衣装に身を包み、団体
ごとに違う踊りやかけ声で盛り上がり、沿道
の見物者も一緒に楽しんでいました。
　8 月 4 日は、湯之尾滝上流での花火大会。
今年は市制 10 周年を記念してレーザー音響
花火も打ち上げられました。

清掃ボランティア

　７月 25 日、（公財）鹿児島県環境保全協会伊
佐支部の会員の皆さんがボランティア活動として、
大口市街地の散乱ごみ回収作業を実施されました。
環境美化活動にご協力ありがとうございました。

暑さも吹き飛ばす
「伊佐市夏祭り」盛大に開催！
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　７月の運動強調月間に合わせ、2 日、大口
庁舎玄関前で「社会を明るくする運動」のメ
ッセージ伝達式が行われました。伊佐市保護
区保護司会や市の関係者が出席し、総理大臣
と、鹿児島県知事からのメッセージを市長に
伝達しました。
　また 14 日には陸上競技場で、16 チーム
78 人が参加し、啓発活動としてグラウンド
ゴルフ大会が開催されました。

　山野小学校 6 年生の 16 人が地域の伝統芸
能「石井鎌手踊り」の練習に励んでいます。
　７月 17 日には保存会の皆さんから直接指
導を受け、よりキレのある動きへと上達して
いました。
　今後もあと 3 回ほど一緒に練習し、11 月
の学習発表会で披露されます。

社会を明るくする運動

伝統芸能を受け継ぎ、練習に励む

　７月 27 日、大口ふれあいセンターで「伊
佐市ニューファーマーのつどい」が開かれま
した。
　今年度就農した皆さんが自己紹介や抱負を
述べたあと、関係者や先輩就農者から励まし
の言葉をもらいました。今年度のニューファ
ーマーは次の皆さんです。
＜写真左から・敬称略＞
埒雄也（新川：露地野菜）
梶木一磨・市來玲於菜（鳥巣下：根深ねぎ）
上平田武史（田中下：生産牛・水稲）
間宮貴裕（堂崎：葉たばこ・水稲・ゴボウ・大豆）
床次幸広（築地：水稲・生産牛）
荒井大輔（築地：水稲・ゴボウ）
＜写真なし＞
下野寛彰（永池：葉たばこ・水稲・根深ねぎ）
福元太（平沢津：水稲）
上村博（前目上：根深ねぎ・水稲）　

新規就農者を激励

　８月１日、本町自治会の夏の恒例行事だっ
た「子ども神輿」が、約 10 年ぶりに復活し
ました。少子化により途絶えていましたが、
近年若者の帰省により子どもが増加。地域住
民の要望もあり、今回の復活となりました。
　子ども神輿には本町自治会と住民の友人の
子どもたち約 20 人が参加。ハツラツとした
声で「わっしょい！」と叫びながら、約 1.3
キロの道のりを練り歩きました。
　青壮年会長の山元大さんは「私たちが昔し
てもらったように、子どもたちに楽しい思い
出を残してあげたい。この先また何十年も続
けていきたいです」と思いを語りました。

本町子ども神輿
約 10 年ぶりに復活（表紙）
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　８月２日、平成 30 年度九州中学校体育大
会に県代表として出場する５人が、森教育長
を表敬訪問しました。 
　８月４日～５日に佐賀県総合体育館で行わ
れる空手競技に２人、８日～ 11 日に佐賀県
総合運動場陸上競技場で行われる陸上競技に
３人出場します。
　森教育長に一人ひとり大会への意気込みを
語り、九州大会での活躍を期待して激励しま
した。
＜写真左から・敬称略＞
勇山誠奈（大口中央中）女子組手
帖佐太陽（大口中央中）男子組手
住吉璃音（大口中央中）低学年女子 80 ｍ
中山奈生（大口中央中）共通女子 200 ｍ
舟ノ川斗真（菱刈中）砲丸投げ

プロから教わる写真の極意

九州大会出場！健闘を祈ります

　市と「曽木の滝再生可能エネルギー創出事
業」実施協定を結んでいる㈱工営エナジーか
ら、観光振興などの地域貢献費として多額の
寄附をいただきました。ありがとうございま
す。
　7 月 26 日に、大内実代表取締役社長から
市長へ目録が手渡されました。

観光振興などに対し寄附

　８月 19 日、市制 10 周年を記念して、清
水哲朗氏（写真家）・菊池雅之氏（軍事フォ
トジャーナリスト）・高木美佳氏（シネマト
グラファー）によるフォトトークショー＆作
品講評会が行われました。
　フォトトークショーでは、前日に市内の観
光地等を巡った３人がそれぞれ撮影した写真
や映像を紹介。新しい捉え方に参加者は感銘
を受けていました。
　作品講評会では、参加者が１人２作品ずつ
提出したものに対し、プロの視点から感じた
ことや的確で丁寧な助言をされました。
　最後の抽選会も大盛況で、次回開催を熱望
する声が多く聞かれました。

　今年も 8 月 15 日終戦の日に、戦没者追悼
式が挙行されました。
　会場の伊佐市文化会館には、遺族や市の関
係者ら約 160 人が参列し、ラジオ放送の正
午の時報に合わせて 1 分間の黙とうを捧げ
ました。続く式典では、伊佐市遺族会の会長
らが平和への思いを述べた後、参列者全員で
献花を行いました。
　終戦から 73 年を迎え、遺族の高齢化が進
んでいます。先の大戦を知らない若い世代に、
戦争の悲惨さと平和の大切さを伝えていくこ
とが必要です。

第 10 回伊佐市戦没者追悼式
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おめでとうございます

　大口酒造㈱が創立 50 周年を記念して、市民
体育祭の新しい優勝旗を寄贈されました。あり
がとうございます。
　８月 10 日、贈呈に訪れた緒方新一郎専務は

「人口が少ない折、一致団結をもって事にあた
ってほしい」と思いを話されました。

市民体育祭の優勝旗を寄贈

　JOC ジュニアオリンピック杯
平成 30 年度全国中学生カヌー大会

＜写真左から＞
植木一喜さん（菱刈中３年）
 ・カヌースプリント 500 ｍ男子 C-2 の部 4 位
児島志郎さん（大口中央中 3 年）
 ・カヌースプリント 500 ｍ男子 C-2 の部 4 位
植木春華さん（大口明光学園中 1 年）
 ・フラットスラローム女子 KS-1 の部優勝
 ・中学 1 年女子 K-1 ベスト 9 特別レース 2 位
久保田潤葉さん（菱刈中２年）　大会出場

少林寺流錬心館
第 48 回全国空手道選手権大会

＜写真左から＞
林嵩翔さん（菱刈中 3 年）　
 ・中学生型の部 準優勝
林輝竜さん（湯之尾小 6 年）
 ・小学生高学年型の部 敢闘賞
林煌理さん（湯之尾小３年）
 ・小学生低学年型の部 ベスト 16

　公益のために日本赤十字社鹿児島支部へ
多額の私財を寄附された功績により、受章
されました。

紺綬褒章

平城エミさん（ことぶき園）

　長年にわたり大蔵事務官として関税行政
事務に従事された功績が認められ、受章さ
れました。

平成 29 年高齢者叙勲

瑞宝双光章　牛野英利さん（小木原上中）


