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増田卓さん（下荒田）

古城惠人さん（荻原）

インスタスポットできました！

おめでとうございます

春の叙勲 旭日双光章
（地方自治功労）

祝

高齢者叙勲 旭日双光章
（地方自治功労）

人命救助し、消防から感謝状
11 １

SNS を利用して伊佐の魅力を発信してもら
おうと、「清水神社（曽木の滝公園内）
」「曽
木発電所遺構展望所」「ガラッパ公園」の３
か所に、ハート型オブジェや写真パネルを設
置しました。
ご家族やお友達、カップルなどで写真を撮
ってぜひ SNS で市の「映えるスポット」を
発信してください。
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伊佐湧水消防組合から大口山野在住の岩瀬
行夫さんへ人命救助に対する感謝状が贈られ
ました。
岩瀬さんは、8 月 3 日大口渕辺の渕辺橋下
流付近において魚釣りに来ていた高齢男性が
溺れているのを発見し、自ら川に飛び込み男
性を救助しました。岩瀬さんは「水難事故に
おける人命救助の方法は頭に入っていたので、
落ち着いて行動できました。男性の命が助か
ってよかったです」と話されました。

ISA City Topics
11 ８

学校を支える PTA 活動

羽月西小学校の岩屋高広校長と木ノ下耕吉
PTA 会長が教育長を表敬訪問し「九州ブロ
ック PTA 協議会団体表彰」の受賞を報告し
ました。
木ノ下会長は「PTA 活動を通して教材購
入費や遠足費を援助する活動が高く評価され
ました。PTA の先輩方が続けてきた活動を
今後も継続していきます」と話し、岩屋校長
は「本校は全校生徒 17 人・10 世帯の小規
模校ですが、充実した教育環境にあるのは、
PTA や地域の皆さまのご協力のおかげです」
と感謝しました。

11 15

スマイルベイビープロジェクト
を応援しています

KTS の 青 木 さ ん・ 濵 田 さ ん が 来 訪 さ れ、
KTS が赤ちゃんにプレゼントしている「はじ
めてばこ」のサンプルをご提供くださいました。
「はじめてばこ」は、県内に住民票を持つ生
後６か月未満の赤ちゃんであればどなたでも
応募でき、カラフルな箱の中にアルバムや童
謡カードなどが入っています。プロジェクト
の概要や応募フォームについて、詳しくは専
用 ホ ー ム ペ ー ジ（http://baby.kts-tv.co.jp/）
をご覧ください。
提供いただいた「はじめてばこ」は、こど
も課の窓口に展示しています。伊佐市はおぎ
ゃー献金発祥地であり、子育てにやさしいま
ちづくりをめざしています。

南三陸に届け！
干し柿プレゼント
伊佐でショートムービー撮影
10 16～20

羽月西小学校の体育館で干し柿づくりが行
われました。
地域の方々と JA 女性部の皆さんの協力の
もと約 1500 個の渋柿の皮を剥き、茹でてひ
もに結んだものを渡り廊下に吊るしました。
完成した干し柿は、12 月下旬頃に児童のメ
ッセージを添えて南三陸町の高齢者に配られ
る予定です。
中村良太さん（６年）は「今年も心を込め
て干し柿をつくりました。毎年お礼の手紙が
届くのでやりがいがあります」と元気よく話
しました。

「伊佐の祓い屋三姉妹『オルゴールの城』」
の短編映画撮影が市内一円で行われました。
これは、昨年市政 10 周年記念事業として
実施した「まちぶんプロジェクト」で大賞を
受賞した左近充円さんの小説を実写映画化す
るものです。映画を通して、伊佐の魅力を世
界に広く発信することが期待されています。
この作品は来年１月中旬に Youtube で公
開予定で、国際短編映画祭にも出品されます。

ISA City Public Relations 2019.12.01
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みんなで支えあう 福祉のこころ
10 27

防火意識を高めよう
11 ７

第 11 回伊佐市社会福祉大会が大口ふれあ
いセンターで開催されました。
福祉大会会長表彰や福祉作文表彰が行われ
たあと、たけちゃん一座による認知症介護
劇「こいがボケやろかい」が上演されました。
笑いあり涙ありのストーリーを通して、認知
症について正しく理解し、認知症の人をその
家族と地域全体で支える重要性を訴えました。
また会場では、福祉機器やパネル等の展示
のほか、非常食の炊き出し実演も行われまし
た。

大口元気こころ館駐車場で、秋季全国火災
予防運動に伴う防火セレモニーが行われまし
た。
セレモニーには、園児や保護者ら約 300
人が参加し、大口里保育園児による「パプリ
カ」のダンスが披露されたあと、大口幼稚園
児が「火遊びは絶対しません！」と元気よく
宣誓しました。その後、参加した園児全員で
「火の用心」と書かれた風船を空高く飛ばし
て、防火意識を高めました。
これから空気が乾燥し、火災が起こりやす
い季節になりますので、火の取り扱いにご注
意ください。

夢に向かって努力しよう！
11 ５

わがまち文化人、大集結
11 ２・３

山野小学校で 3 ～ 6 年生の児童 36 人が、
青年海外協力隊 OG の上野陽子さんによる
「夢実現」の授業を受けました。
上野さんは、看護師の知識を活かして南太
平洋に位置するバヌアツ共和国に２年間勤務
した経験を振り返り「子どもの頃から、人の
役に立つ仕事をしたいと思っていました。言
語や文化の違いなど大変なことも多かったで
すが、発展途上国の人々の健康維持に貢献で
きて夢が叶いました」と話し、夢を実現する
ために努力することの大切さを伝えました。
授業を受けた児童は、自分の将来の夢を発
表したり、バヌアツ共和国での生活や食事に
ついて質問し、貴重な時間を過ごしました。
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伊佐市文化会館と菱刈環境改善センターで
伊佐市文化祭が開催されました。
ステージでは力強い和太鼓や優美な日本舞
踊、タヒチダンスなど、幅広いジャンルの
43 団体が日頃の練習の成果を披露しました。
また、会場ロビーでは書道や生け花、写真
などの作品が展示され、来場者は思いの込も
った力作を一つ一つ観賞していました。
2 日の大口会場では伊佐市青年団がぜんざ
いや綿あめを無料で振る舞い、来場者のおも
てなしをしました。

ISA City Topics
高めよう

納税の意識

宇宙の神秘に思いをはせて
11 ９

姶良伊佐地区租税教育推進協議会が主催す
る「税に関する作品」標語の部で大口小学校
５年弓指浩太さんが、1565 点の応募の中か
ら姶良伊佐地区租税教育推進協議会長賞（最
優秀賞）に選ばれました。
弓指さんは「夏休みの宿題で、電子申告
について調べたときに標語を思いつきまし
た。賞をもらえてうれしいです」と笑顔で話
し、吉永正弘加治木税務署長は「平成 30 年
からスマートフォンでも確定申告できるよう
になったことをテーマにした着眼点が見事で
した」と褒め称えました。
税に関する作品
【標語の部】
・姶良伊佐地区租税教育推進協議会長賞
弓指 浩太 大口小学校５年
「スマホでも 簡単操作で e-TAX」
・佳作
重久 真希 牛尾小学校６年
「つなげよう 税金の輪は みんなの輪」
【習字の部】
・佳作 棈松 美唯奈 大口小学校６年
谷口 心春
大口小学校６年
下田 こころ 大口中央中学校３年
【ポスターの部】
・加治木税務署長賞
竹内 菖乃 菱刈中学校３年
・佳作 瀬戸口 光来 菱刈中学校３年

カヌースプリント競技・
東京オリンピック候補女子選手
9 人が強化合宿を行っています！
日程 12 月 22 日（金）まで
場所 菱刈カヌー競技場
※見学は自由です。ただし、選手の練習の
妨げにならないようご配慮をお願いします。

南永小学校で「第 24 回星空コンサート＆
星空観察会」が開催され、児童や地域の方々
など約 100 人が参加しました。
星空コンサートでは、南永小の児童９人に
よる歌やジャグリングのほか「チームちむど
ん」による迫力ある踊りや「Mog」による優
雅な演奏が披露されました。
星空観察会では、国立天文台水沢 VLBI 観
察所の廣田朋也博士が宇宙の構造について分
かりやすく解説したあと、天体望遠鏡を使っ
て月面を観察し、子どもたちからは大きな歓
声が上がりました。

10 21

みそ玉ワークショップ

伊佐農林高校で、地域おこし協力隊の中村
由佳さんによる「みそ玉ワークショップ」が
開催され、生徒約 20 人が参加しました。
みそ玉は味噌にいりこ粉末や鰹節、ワカメ
などの具材を混ぜ合わせて丸く形を整えたも
ので、紫芋やカボチャの粉末をまぶしてカラ
フルに仕上げます。はじめてみそ玉ワークシ
ョップに参加した生徒は「簡単にできたので
家族とも作ってみようと思います」と感想を
話し、お湯を注ぐだけで味噌汁が完成する手
軽さが大好評でした。
この日作ったみそ玉は、10 月 22 日に開
催された「田んぼ de レブナイズ」の会場で、
おにぎりと合わせて振る舞われました。

ISA City Public Relations 2019.12.01

10

