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ISA City Topics
明日の伊佐農業を考える
農業者の高齢化・後継者不足、環境問題・気候変動
によるリスクなど、食と農を取り巻く現状は、厳しい
言葉で語られることが多くなっています。
そこで、農業経営者や関係者の意見・要望を聞いて
今後の施策に活かすため、11 月 21 日に菱刈環境改
善センターにおいて講演と討論会を開催、160 人の
参加がありました。
講師：増原伸一氏（株式会社鹿児島経済研究所主席
研究員） 討論者〈敬称略〉
：隈元新市長、猩々義秋（Ｊ
Ａ生産畜産常務）、田﨑善文（認定農業者の会会長）、
前田学（金山ねぎ振興会会長）、出水美代子（女性農
業者経営士）、山下仁（株式会社ドリームファーム代表）、政元愛人（農事組合法人下市山代表）

伊佐市ふれあい駅伝

「羽月チーム連覇！」

12 月７日、「第 7 回伊佐市ふれあい駅伝競走大会」が開催
され、羽月チームが２年連続で優勝しました。大会結果は次の
とおりです。

各チーム成績
①羽月

１時間 19 分 16 秒

⑧忠元

1 時間 25 分 00 秒

②田中Ａ

１時間 19 分 52 秒

⑨湯之尾

1 時間 25 分 51 秒

③大口東

１時間 21 分 12 秒

⑩本城

1 時間 29 分 26 秒

④山野

１時間 21 分 33 秒

⑪田中Ｂ

1 時間 32 分 56 秒

⑤大口中央 １時間 21 分 48 秒

⑫牛尾

1 時間 33 分 52 秒

⑥曽木

１時間 24 分 23 秒

⑬針持

1 時間 35 分 34 秒

⑦菱刈

１時間 24 分 34 秒

クラス優勝
躍進賞
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Ａ：羽月

Ｂ：田中Ａ

湯之尾

Ｃ：湯之尾

１分１秒短縮

区間賞（敬称略）
    １区

出水大翔（山野）

    ２区

原水幸一（羽月）

    ３区

宮下賢（曽木）

    ４区

二渡海勢（田中Ａ）

    ５区

記録なし

    ６区

記録なし

    ７区

永井智大（大口東）

    ８区

清水麗奈（山野）

    ９区

吉野克彦（山野）

10 区

山脇琴音（羽月）

11 区

幸喜一真（菱刈）

12 区

南拓真（田中Ａ）

13 区

本田寿雄（田中Ａ）

※５・６区の個人タイムは、計
時トラブルのため記録なしと
なりましたことを、選手並び
に校区関係者の皆さまに、深
くお詫び申し上げます。

ISA City Topics
大口明光学園おめでとう！
「Congratulations」

大口明光学園中学３年の濱那奈さん（写真）
が、全日本中学校英語弁論大会の県予選を勝
ち抜き、12 月に行われた全国大会に出場し
ました。
同校は、楽しみながら英語力アップに取り
組んでおり、積極的に英語で自分を表現でき
る生徒が増え、県の中学生英語ディベート大
会で優勝するなど見事な成績を残しています。
指導する先生方の熱意と幅広く学べる環境
で、より一層のレベルアップを期待し、今後
の活躍が楽しみです。

伊佐農林高校
「学校給食プロジェクト」

今年度創立 100 周年を迎えた伊佐農林高
校が、記念事業の一環として伊佐市立学校給
食センターと行ったコラボ企画「学校給食プ
ロジェクト」。農林技術科と生活情報科の生
徒が、自ら作り育てた生産物を食材とした給
食を考案し、市内小中学校に 2,200 食を提
供しました。
また平出水（写真）・針持・南永小では、
生徒が献立について説明し「美味しく食べて
ね」と呼びかけました。
〈献立〉農林ひのひかりごはん、伊佐農林め
  ぐみ汁、農林黒豚の美味焼、キミっ
  て白いねタマゴムース、更生之素

大口小児童議会傍聴
田中小児童 校区内で発掘体験

12 月 11・12 日、大口小６年生が社会科
の授業の一環として、２クラスおよそ 60 人
が日替わりで傍聴に訪れました。議場入口で
注意事項をよく読んだあと、少し緊張した様
子で傍聴席に着きました。
間近で見る議員と市長の真剣なやり取りに
じっと耳を傾け、熱心にメモをとっていまし
た。２日間で児童らは、「青少年健全育成と
地域福祉」、「中学校跡地の企業誘致」、「大口
高校等の高校振興策」などについて、傍聴し
ました。
小学生には少し難しい内容だったかもしれ
ませんが、暮らしに係る政治について学び、
過ごしやすいまちづくりについて考える良い
機会になったのではないでしょうか。

田中校区薬師原遺跡の発掘現場で 11 月
30 日、田中小学校の児童 25 人が発掘作業
を体験しました。児童たちは九州縄文研究会
代表の新東晃一さん（曽木出身）から発掘の
手順を聞いたあと４チームに分かれ、丁寧に
注意を払いながら挑みました。
色や質の違う土の層が歴史の長さを物語り、
児童たちの探究心をかきたてます。固いもの
に当たり歓声をあげましたが世紀の大発見と
はならず、終了の合図に「まだやりたーい」
と溜息をもらしました。この楽しかった経験
が未来の発掘調査スペシャリストを誕生させ
るかもしれません。

ISA City Public Relations 2015.01.01
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次の方がそれぞれの分野で功績が認められ受章されました。おめでとうございます。
秋の叙勲「瑞宝単光章」
地方自治功労（元鹿児島県技術補佐員）

秋の叙勲「瑞宝単光章」
消防功労（元伊佐市消防団副団長）

竹下一正さん（上元町・73 歳）

脇迫勉さん（重留東・67 歳）

秋の叙勲「瑞宝双光章」
防衛功労（元１等陸尉）

県優秀教職員表彰

浜﨑泰さん（田中中・61 歳）

曽木の滝公園もみじ祭り

11 月 23 日、第 53 回もみじ祭りが曽木の
滝公園で開催されました。11 月とは思えな
い暖かさと快晴で、市内外からこれまでにな
いほど多くの来場がありました。
学生などによるステージイベントをはじめ、
特産品販売や野点茶会で会場は賑わいました。
公園内のもみじはこの日に合せたように美
しく紅葉し、その光景を写真におさめる人の
姿が多く見られました。
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村部誠教諭（本城小・38 歳）

「大きくな～れ」稚魚放流

紅葉保育園の園児が 11 月 28 日、曽木の
古川橋付近でフナの稚魚 20kg を放流しまし
た。これは自然と触れ合い環境保護の大切さ
を学んでもらうことを目的に、川内川上流漁
業協同組合が実施しているもので、上流の湧
水町を始まりに鶴田ダムでも行いました。
バケツの中を覗きこんで目を輝かせる園児
たちは、「大きくな～れ」とゆっくり、優し
く稚魚を川に送りだしました。

