い  ず  み

関東ふるさと出水会

年ぶりの入賞

という快挙です。
一山さんは、鹿島出身で
西出水小、出水中、出水中
央高と進み、現在はワコー
ルに所属しています。
この快挙に地元の自治会
述べています。

おめでとう」の横断幕を掲

関係者等が早速「８位入賞

長、更に、友誼ふるさと会

地隆雄出水市特産品協会会

出水市観光協会副会長、築

工会議所専務理事、神孝輔

特産品など多数の景品の山

たホテル宿泊券、商品券、

の皆さんから提供いただい

焼酎や特産品、協賛事業者

賞、特産品協会賞

工会議所会頭賞、観光協会

関東阿久根会、関西出水会、 【豪華景品のご提供】
市長賞、市議会議長賞、商

野田会、関東ながしま会、

合会、東京高尾野会、東京

等から関東鹿児島県人会連

り頂きました。

方にお土産としてお持ち帰

を前にワクワクし、多くの

ました。

ださい）。

（４面下段一覧表をご覧く

品のご提供を頂きました

び会員の皆様から多数の景

このほか、協賛事業者及

げ祝福しました。コロナ禍

と若い人の会への参加など

出水高校東京紫岳会、出水

や水害など苦労の多い昨今

を訴えました。来賓の椎木

椎木市長ほか 
 多数のご来賓を迎え懇談
伸一市長、出水睦雄議長か

した。８月

日には一山さ

勇気と元気を与えてくれま

ですが、私たちに爽やかな

んが出水に凱旋帰郷、椎木

工業高校鶴水会、出水ふる

市長から「特別功労賞」が

い歴史のある「金王八幡宮」 りませんか。楽しく、笑顔

谷藩邸」があった。

の皆様のご来遊お待ち申し

島県東京事務所次長、出水
市から吉田定男副市長ほか
幹部職員、畠山義昭議会事
務局長、佐賀誠一郎出水商

ゆ き

お

（回答は３面に）

一昨年のクイズ大会、あなたも挑戦を



第１問 
③人口は出水市の方が多い
きました（所属、会名等は
▼令和元年５月、出水の麓の
が、面積は水俣市の方が
当時のもの。また、築地隆
武家屋敷群が〝ある遺産〟に
広い。
雄様は令和元年 月逝去さ 認定されました。次のどれで
第４問 
れました）。
しょう？
①ユネスコの世界文化遺産 ▼出水市の〝市の木〟は次の
②鹿児島県の重要歴史遺産 どれでしょう？
①ボンタンの木
③文化庁の日本遺産
②イヌマキの木
第２問 
参加した会員へ記念品の贈
③クスノキ
呈も。今回のアトラクショ ▼出水には多くの〝日本一〟
第５問 
ンは、前田瑠美さん（出水 があります。重さ５トンもあ
る日本一の大鈴があるのは次 ▼大伴旅人や額田王も歌に詠
出身）の歌謡ショーと前回
んだ
〝三番、薩摩の黒の瀬戸〟
。
のどこでしょう？？
好評だったふるさとクイズ
阿久根市と長島町を結ぶ黒之
①
諏
訪
神
社
大会。
瀬戸大橋が完成してから、長
②箱崎八幡神社
島への行き来はとても便利に
③かしくり神社
今 回 の 目 玉 は、「 皆 ん な
なりました。この黒之瀬戸大
で歌おう！懐かしいふるさ
第３問 
橋を管理しているのは、どこ
との中学校校歌」と題して、
▼出水市と隣接する水俣市と でしょう？
会員が卒業した米ノ津中、 比べてみました。正しいのは
①阿久根市
②長島町
荘中、大川内中、出水中の どれでしょう？
①出水市の方が面瀬が広く、
③阿久根市と長島町の共同
校歌斉唱で盛り上がりまし
人口も多い。
管理
た。
②面積は出水市の方が広い
④鹿児島県
が、人口は水俣市の方が
⑤国（国土交通省）
多い。

恒例の抽選会は、地元の

・・・・・・・・

クイズ大会や校歌斉唱も
第二部の懇親会では、こ
の年に米寿、還暦を迎えた
方へお祝いの贈呈、初めて

から運営費やご寄付を頂い
ています。本来なら一人ひ
とりにお礼を述べるべきで
すが紙面をお借りして心か

か わ

注意を払わなくてはなりま



月に会うが」 
を合言葉に、皆様のご健勝

せん。来年「

出身）

とご多幸を祈念申し上げ、
（福ノ江港

挨拶といたします。



ご提供ありがとうござい

市長らに入賞報告に訪れ、

ら、出水市の現況などを交

さと大使、出水ＰＲ大使、

本年度も昨年同様中止せざ

③東郷平八郎元帥の「東郷

自皆様がより一層の努力と

川 幸 男

るを得ないとの結論に至り

神 社 」 ④「 西 郷 橋・ 西 郷

ツ大使の方々のご出席を頂

出水観光大使、出水スポー

日大手町サンケ

会。司会は、今回も大梧美
代子さん（ＮＨＫ＝高尾野
町 出 身 ）。 宮 川 会 長 は、 あ
いさつで会員の高齢化など
からふるさと会の継続的維
持向上に向けての問題提起
踊り連からなる一大イベン

このほか、田中浩一鹿児

えた暖かいお祝いの言葉を

贈呈されました。

月

を捧げたのち、第一部の開

に逝去された会員に黙とう

開会に先立ち、前一年間

た。

を得て盛大に開催されまし

者など総勢１３０名の参加

来賓、友誼ふるさと会関係

イプラザにおいて、会員、

元年

回総会・懇親会は、令和

関東ふるさと出水会の第

頂きました。

話は変わりますが、毎年

名程で素人集団ではありま

シスに打ち勝つために，各

います。新型コロナクライ

す。本当にありがとうござ

すが楽しい「出水望郷の会」 らお礼と感謝を申し上げま

み や

ント・スポーツ・会合など

ました。例年楽しみにご参

上げます。
最後になりましたが、ふ
るさと出水会は１６００人
の会員からなり、多くの方

Q

Q

今年の総会・懇親会も中止に

々、お友達を誘い合って参

とを期待したいと思います。 皆さん、出水にゆかりの方

～皆さんの健康が一番～
来年こそ元気でお会いしましょう
ワクチン接種が済み、安心
来年の総会・懇親会は令
加頂き旧交を温めあってく

月

ラソンでは

関東ふるさと出水会会員

鹿児島おはら祭」が開催さ

～
「関東ふるさと出水会・総

れているのをご存じですか

トが開催されます。出水か

格別のご高配を賜り厚くお

会」につきましても、開催

？

踊りの経験が無い人、ハ
ッピが無くても当方でご用

関東ふるさと出水会 会長
も中止を余儀なくされまし

加を頂いている会員の皆様

意いたしますので一緒に踊
た。又オリンピックが開催

公園」等が渋谷区内にあり

で一日がはじけます。大勢
されると同時に感染者数も

には断腸の思いですが、来
年の

増加傾向にあり、政府は８
日まで「緊急事

ます。古くからゆかりのあ

②古

宮

いずん兵児の皆さん新型コロナに負けやんな 
 「はんも・おいも来年 月元気で会うが！」

具体的には①現在の国学院

らも参加を頂き総勢

礼申し上げます。昨年２月

すべきかどうか役員会等で

ら深い結びつきがあります。 で出水をＰＲしています。

５月渋谷道玄坂で「渋谷・

頃から全国的に蔓延した新

慎重に検討した結果、会員

日開催予定の

型コロナウイルスで我々の

の感染リスク、健康、命を

渋谷と鹿児島は古くか

日常生活に大きな影響を及

月

27

33

守ることを最優先に考えて、 大学キャンパスに「薩摩渋

今年

「８位入賞おめでとう」の横断幕

ぼし、外出自粛や各種イベ

並びに関係者の皆様には、

南日本新聞より

る渋谷で関東一円から、鹿

初めての参加者に記念品



月に予定していた
して飲食や懇談ができる環

今年
関東ふるさと出水会の総会

お願いいたします。

ださい。

日（日）正午

和４年
から大手町サンケイプラザ

境になり、皆さんでふるさ
で開催の予定です。会員の

・懇親会は、中止させてい
との話題や近況を語り合え

さん

る楽しい会が開催できるこ

一山麻緒

ただきます。昨年に続き二

出水の誇り

年連続の中止という残念な
結果になりますが、コロナ
感染拡大が続き終息の見込
みがなく、ワクチンの接種

女子マラソン８位入賞 
東京オリンピックで大活躍

も遅れ気味であることから、 

「ゆうちょ銀行／払込取扱票」を同封しました。よろしく

８位入賞しました。女子マ

会員やふるさと出水から来

です。

会長挨拶

60



８月７日に札幌市で開催

誠に恐縮ではありますが、多くの皆さんに運営費（１口

出水市提供

児島から総勢２６００人の

※出水市観光特産品協会は、毎年同様の羽数当てクイズを行って
います。出水市観光特産品協会のホームページでご確認いただき、
奮ってご応募頂くようお勧めします。

訪頂く関係者の皆さんの健

1,000 円）及び寄付金のご協賛を頂きたくお願いする次第

Q

Q

【参考】 ※過去渡来数

された東京オリンピック女

ります。

11

月の再会を楽しみに

月２日～

コロナに負けないで頑張り

応募要領は以下の通り。
①今年度（秋から来年の初春）出水平野に飛来する鶴の最
高羽数を当てる。
②応募者は、運営費等送金の「ゆうちょ銀行払込取扱票」
に住所、氏名、電話番号、羽数を記載して応募する。
③応募締切日、令和３年11月末日。

50

水市出身の一山麻緒さんが

がら会務運営を行っていますが非常に厳しい財政事情にあ

Q

当選結果は、令和４年３月上旬に当会のホームページ及
びフェイスブックでお知らせします。

子マラソンで、ふるさと出

ます。役員会などは手弁当での開催など経費節減に努めな

10

10

15,529羽
15,360羽

令和元年度
平成29年度

令和２年度 17,315羽
平成30年度 14,286羽
平成28年度 11,872羽

商品券３万円 １名
ふるさと特産品 ５名

☆ぴたり賞
☆予想羽数が最も近いニアピン賞

康を第一に考え、苦渋の決

会報の発行、郵送料、事務経費など諸々の経費が掛かり

‼

ましょう。

10

断となりました。

金で運営されています。

11

関東ふるさと出水会では、令和３年度ツルの羽数当てク
イズを募集します。

31

30

態宣言」を発令。リスクの

10

来年こそは、多くの方の

関東ふるさと出水会は、皆様からの貴重な運営費や寄付

17

31

高い行動は控えてほしいと

ツルの羽数当てクイズ募集のお知らせ

10

10

10

運営費、寄付金のお願い

市長を表敬

２０２１
（令和３）
年９月２０日発行
（第 25 号）

ん
ず
い
関東ふるさと出水会会報

（1）

長

椎

木

伸

ふるさと出水からの御挨拶
市

一

さて、本市では、市民の
点となる屋根付き広場の整

となり、災害時には支援拠

平時には、市民の憩いの場

水
化に向け、観光資源の見せ

皆さまの「こどもの安心」

出
（馬術・障害２クラス）が
方・活用の仕方を工夫しな
年

出場されました。市民の皆
年後、

がら着々と歩みを進めます。
さらには、

様はもとより、世界中に夢
と感動を与えていただきま

「いのちの安心」
「くらし

後の本市の発展を見据え、

関東ふるさと出水会の皆

ツルの第

日（予定） 味噌なめて

日

いずみ

・

日

出水市大産業

着物で出水武家屋

１月上旬

消防出初式（広瀬

４月

日

出水特攻碑慰霊祭
アユ漁解禁（高尾

６月１日

（特攻碑公園）
野川水系）

たかおの鶴駅伝大

１月中旬
６月５日

川河川敷等）
会（高尾野川ジョギングロー
津川水系）

見ごろ（大川内東雲の里あじ

あじさいが

アユ漁解禁（米ノ

ド）

６月上旬～下旬

オルレフェア（九

２月中旬

さい峡）

寒緋桜

州オルレ出水コース）
２月中旬～３月上旬

７月上旬

市民体育大会総合

を見におじゃんせ（野田町上

開会式マルマエホール（文化

ツルを送る夕べ

名（熊陳馬場通り）

夏祭りいずみ鶴翔

３月中旬

７月下旬

り」野田産業祭（野田農産加

たかおの中の

祭
（本町商店街・総合運動公園）

日

８月上旬～中旬

・

市（高尾野町市街地）

り・野田郷夏祭り（高尾野駅

高尾野夏祭

３月下旬（予定） 市民駅伝大

３月

会館）

市内地区対抗駅伝

（出水公会堂）

日

競走大会（市内一円）

月

工施設及び周辺）

月中旬 「野田郷むらまつ

敷群）

敷を歩こう会（出水麓武家屋

月下旬

祭（陸上競技場周辺）

月

育館］）

ふるさと出水の行事
●令和３年
月初旬～中旬
コスモスが見ごろ

陣渡来（東西干拓地）
月中旬

（上場コスモス園）
月下旬（予定） 土曜祭り

月

（出水市本町通り）

月

まつり「収穫祭」（みそなめて
日～

の碑公園）
月

会（陸上競技場周辺）

地区別市民体育

周辺・野田運動場）

月

出水地区植木市
４月上旬

尾野町下水流］）

く日［平和町］、７のつく日［高

・高尾野地区植木市（２のつ

月～

大会（各地区運動公園）

月

９月～

いずみ桜まつり

３月下旬

着物で出水武家屋

（特攻碑公園）
３月下旬

敷を歩こう会（出水麓武家屋

ろ（東光山公園）

東光山夜桜が見ご

１月上旬

成人式（マルマエ

ホール（文化会館）等

早朝開館（ツル観察センター） 敷群）

１月１日

20

した。

様におかれましては、ます
備に取り組みます。新たな
品まつり（高尾野きらめきド

の安心」の三つの安心を施
マチ・テラス～竹灯籠でつく

ます御健勝にて御活躍のこ
る光の祭典～（出水麓武家屋
ーム）

あったか歳末特産

敷群、出水本町・高尾野地区

月下旬

・野田地区商店街、その他出

観光戦略組織「一般社団法
が発足し、加えて、防災機
水市内各所）

策の柱に、市民の皆様との
もが夢と希望をもち、いき
能を併せもつ南九州西回り

対話を大切にしながら、誰

税をはじめ、市政発展に多
いきと安心して暮らせる

禁（八代海）
月３日（予定） ツル観察セ

ンター開所式（ツル観察セン

●令和４年

大なる御支援を賜り心から

来のため、持続可能なまち
ター）
月３日（予定） 西日本オー

出水市総合文

ルドカーフェスティバル（野

月６・７日

田運動公園）

化祭＊令和３年度から３地域
合同開催となります（マルマ
エスポーツセンター［総合体

ツル観察センター

自動車道直結型の道の駅設

額日本一の栄誉に続くべく
づくりに果敢な挑戦を続け

ケタ打瀬網漁業解

「安心のまちづくり」に全

会員の皆様も心配な日々を
「ツル渡来地」の本年中の
てまいります。

月１日

厚く御礼申し上げます。
今なお猛威を振るう新型

お過ごしのことと拝察申し
ラムサール条約湿地登録を

コロナウイルス感染症では、  産業振興では、鶏卵産出

上げますとともに、心より
結びにあたり、貴会のま
様方の御健勝・御多幸を心

すますの御発展と、会員皆

期待しています。出水麓武
から御祈念申し上げ、ごあ

目指し、地元農林水産物等

２０オリンピック・パラリ
家屋敷群では、旧宮路邸を
いさつといたします。

の付加価値の更なる向上を

ンピックでは、出水市出身
活用したホテルが来年度オ

先日開催された東京２０

の一山麻緒選手（女子マラ
ープンする予定であり、住

お見舞いを申し上げます。

ります。今後とも明るい未

置の取組みも強化してまい

かねてから、ふるさと納

21

力で取組んでいます。

ととお喜び申し上げます。

20
19

1

（高尾野町江内出身） エホール［文化会館］、マルマ

ソン）
、大迫敬介選手
（男子



みやすく訪れやすい観光地

一山麻緒選手へ出水市特別表彰授与（9/30）
出水市高尾野支所・野田支所 開所式（11/30・12/7）
米ノ津中学校 県新人卓球大会優勝（表敬訪問2/24）

人出水市観光特産品協会」

11
11
12

10

16
10
5

3

20

サ ッ カ ー）
、宮路満英選手

10

針原川土石流災害犠牲者へ献花（7/10）
県地区対抗女子駅伝競走大会 躍進１位（1/31） 第６回いずみマチ・テラス（11/1 ～）

11

12
12

24
30

10

10
10
10
10
11
11
11

21

出水市×日本航空株式会社連携協定調印式（8/7）
米ノ津東地区天神子ども会 米ノ津公園トイレ壁面ペンキ塗り（８/２）
コロナに負けるな！特産品で生活応援事業（2/8）

文部科学大臣表彰子どもの読書活動優秀実践団体（表敬訪問７/８）
(一社)出水市観光協会・(一社)出水市特産品協会新組織設立覚書調印式（10/2）
疫病退散！巨大アマビエ出現！
（12/19）
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２０２１
（令和３）
年９月２０日発行

昔楽しんだ自然が失われてし
まったのは残念でならない。
野島晋一（荘荒崎出身）
小学高学年
の頃、荘から
荒崎に入る入
り口の野田川
に掛かる荒崎
橋があり、この橋の下で川幅
一杯に目の細かい網を張り、
友達と二人で上流に向けて網
を引き、絞り込んで小魚を取
り、それを両手ですくって、
そのまま呑み込むようにして
口に入れて遊んだ。小魚は口
の中でパシャパシャと飛び跳
ねるのを楽しんで呑み込んで
いた。味は判らなかったが気
分は最高だった。二人して数
回は呑み込んで、残りは小さ
な桶に移して半分ずつ家に持
ち帰った。これが一番の思い
出です。
今思うに、その頃は農薬も
ほとんど使っていなかったの
で、このようなことが出来た
のだと思う。その他に、川の
浅瀬に鰻取りの石積を一人一
個だけこしらえて月に二・三
回箱メガネを口に銜えて石積
を一つずつ脇にどけながら鰻
を見つけては、鰻挟みで捕ま
のおかずとなっていたのです。

えて遊んでいた。これも家で

松元忠行（芭蕉出身）
昭和 年に
出水を離れ
年が経ちまし
たが、昨日の
事の様に思い
起こされます。
芭蕉は山間部で 戸程の集
落でしたが、現在は過疎化で
数戸だそうです。私の家も
年程前に転居して、両親のお
墓も霧島市にあります。
出水での四季折々の行事が、
懐かしく思い出されます。
正月の鬼火焼きで食べた飾
り餅、春先の部落総出の花見、
38

お盆の親族一同の食事会、十

五夜のお飾り等、また学校の
運動会や学芸会、部落子供会
の相撲大会、遠足（湯の鶴温
泉や矢筈山への登山）等と想
い出は尽きません。
高校時代の、春、夏、冬休
みと長期休暇の時は、市有林
の山仕事のアルバイトで明け
暮れて、学校の友達３～５人
が近所の公民館に寝泊まりし
て、共に頑張りました。稼い
だお金で学校帰りの映画鑑賞
や部活の後の買い食いに使っ
ておりました。今では、懐か
しい思い出です。一度、出水
に帰り発展した姿を見て回り
たいと思います。

付

運営費

令和元年度以降

令和元年度以降

中村 節、宮川幸男、溝口省三
松永幸一、松下 亮、花柳糸之
茂原由美、茅房金喜、山口睦男
大梧美代子、伊藤蕃、金子英男
川内輝夫、東 道雄、
鴫原晶子
原野朝子、河野昭三、片山茂美
瀬下枝美子、松本曻、平原真敬
原口良則、小出敏郎、黒川通雄
麻生雍一郎、清水忠、吽野清子
堂脇志農夫、森洋子、松園文江
武下恵子、花山三郎、青木健一
若松江美子、中村勲、久松傳七
宮路京子、市来春男、小原俊治
窪田安弘、松﨑一正、鈴木洋子
野間口至、前原勝視、山上義孝
大谷たか子、山上努、向井逸子
佐舗せい子、東明義、小島良子
斉藤恵美子、高松進、武本良孝
浦辺美代子、奈良豊、小山郁子
田口千賀子、前畑勲、越牟田亮
中薗チズ、亀川幸市、重田伸一
菅田博子、坂田和枝、遠竹敏廣
大野敏則、木村昌子、重本邦子
斉藤マサノ、宮川由紀子

寄

竹添祥一郎、
松田工、花柳糸之
横内喜久夫、
松本曻、日原由美
織田美恵子、
東眞人、市來春男
前田政光、
宮下瑞弘、荒口由子
前田清澄、
前田悦子、宮川貞幸
松元忠行、
中原弘隆、畑中恒秋
平原貴美子、
清水忠、金子英男
瀬下枝美子、
松下亮、小出敏郎
佐舗せい子、
草道進、野島晋一
黒木彬文、
山口映子、有村角孝
有村由利子、
山口譲、向井逸子
榊原郁美、
福島安巳、福島幾子
黒川通雄、
山下勝也、石黒敏子
原口良則、
亀川幸市、内之浦勉
青木健一、
西川みほ、青柳律子
井上喬文、
斉藤逸子、伊福正明
平島志保、
久米隼雄、久米迪子
古井徳松、
松山泰子、片山茂美
山上義孝、
奈良栄二、松永幸一
武本良孝、
河野昭夫、久松傳七
二宮力雄、
重田伸一、髙久昌子
尾道カオル、
中村勲、中薗チズ
杉本健三郎、
武下認、武下恵子
徳留道信、
池田和司、上村成生
亀川輝夫、
横内幸二、齋藤博子
堂脇志農夫、
前田勝、奈良常明
津田雅子、
大迫慶治、溝川徳二
楢木志農夫、
前畑勲、前畑典子
枝元ミヱ子、
前畑高、堅野忠範
菅田博子、
花山三郎、井出幸治
小町貞女、
坂田和枝、川邊京子
井手口昭子、
池上司、井樋洋恵
遠竹敏廣、
岩﨑典子、岡田寛二
守屋美佐江、
森洋子、小原俊治
今野ケイ子、
江田治、田中勝之
我孫子俊子、
牧哲生、尾上豊喜
吉田美津子、
田中実、遠竹郁夫
小山郁子、
川瀬洋子、茂原由美
竜沢スマ子、
貴島敏、西牟田桜
池田尚弘、
宮路貞憲、上原勝彦
古賀幸洋、
大野敏則、前原勝視
岩川孝子、
片桐泰子、大脇剛子
花山憲明、
二俣義一、窪田安弘
桐野作人、
市川洋一、堤田昭男
中村仁一、
秋山輝夫、外園善昭
藤澤泰子、
木村昌子、重本邦子
松元一恵、
原田春子、越牟田亨
雨宮蓉子、
荒井淳子、福田明子
伊臣久子、
中谷弘行、小川洋子
久保益男、
杉山重徳、坂下重郎
若松江美子、
田中実、鈴木洋子
斉藤恵美子、
笹原学、瀬崎イネ
小森キミ代、
遠矢彬、伊藤京子
島田いつ子、
唐沢衣、丸岡信子
松岡良孝、
餅原正一、兎拂克志
海老根ひとみ、牧之瀬美知子
田口千賀子、長谷部惇子
大谷たか子、東畠ミサエ
松岡真知子

（令和三年七月末日受領分まで）

ご寄付・運営費を 
いただいた方々 （敬称略・順不同）

山﨑裕樹（針原出身）
今年の４月
に出水市役所
からの派遣で
鹿児島県東京
事務所に着任
しました山崎です。単身赴任
での東京生活は県外生活の経
験の無い私には何もかもが新
鮮で驚きの毎日でしたが、す
ぐにまん延防止重点措置や緊
急事態宣言が出され、楽しみ
にしていた関東ふるさと出水
会も中止となってしまいまし
た。

報
関東ふるさと出水会元会長 中村 節 氏（享
年 歳）
令和２年２月 日ご逝去されました。謹んでご
冥福をお祈り申し上げます。

訃

先日の朝、テレビをつける 松ケ野全律、髙松進、宮川幸男
と出水の大雨の様子が映し出 宮川由紀子、伊倉博、山口睦男
されていました。針原出身の 大梧美代子、東道男、川内輝夫
私は二十数年前の土石流災害 吉ケ島勝良、東 登、川路義文
の悪夢が頭をよぎりましたが、 田淵慶子、紙谷正弘、橋本敏彦
すぐに家族とも連絡がとれて 本田泰輔、本田和子、新富友枝
ほっと胸を撫で下ろしました。 平群由紀子、田代進、松﨑一正
この日からなぜか街の小さ 吉田ミツ子、大石悟、田中範孝
な公園の緑や野鳥を見かける 田中湖子、駄竹清志、加納国弘
と出水の豊かな自然、家族連 浜畑武光、税所京子、竹下安広
れを見かけると残してきた妻 石澤誠子、神田榮一、佐藤弘輝
と子供が思い出され出水が恋 山本千代美、山本惇、大田幸子
しくなります。 歳になり初 迫田美也子、伊藤亨、井上通行
のホームシックかと自嘲しな 伊地知啓吾、栗木安、山内典子
がらも東京での生活の機会を 渡辺悦子、栁井文子、野間口有
宮路京子、宮路研一、宮路芳子
与えられたことに感謝して一 吉田マキエ、宮本彰、立山芳郎
つでも多くのことを学んで出
水市に持ち帰りたいと思いま 額田登美子、平郡守、小澤裕子
塩山秀壽、中村早敏、吽野清子
す。
池添真光、茶縁敏一、井原秀憲
野間口至、上原末広、星野恵子
麻生雍一郎、郡山勲、吉田尚武
金子英男（出水望郷の会事務局） 浦辺美代子、東明義、新村公恵
奈良豊、大平悦子
自宅固定電話  045-775-2565 鈴木万里子、
携帯電話  090-4844-0158 宮野重孝、松坂喜成、折田昭洋
筑紫みずえ、山上努、鴫原晶子
霜田慶子、新野裕子、小島良子
油木栄徳、福本正子、軸薗民子
岡部美与子、伊藤蕃、佐藤京子
斉藤マサノ、中村節、大川俊行



44

58
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伊藤 蕃（麓出身）
小中高校と
出水から一歩
も出ないで過
ごしました。
期間は短いが、
思い出は一番詰まっています。
小学校時代は日中戦争、太平
洋戦争の時代で、中学・高校
は戦後の混乱の時代でした。
小学校高学年になると、欧米
が参戦してきて、経済力の差
は明白になり、小学校の校舎
は日本陸軍が兵舎として使い
校庭は芋畑となり自給生活し
ており、下士官は竹作りの短
剣をつるしており、子供の目
にも日本の敗北は明らかでし
た。
出水の地は昔から武道が盛
んでしたが、敗戦後マッカー
サー将軍が日本の古来の武道
の練習、普及を禁止しました
が、旧制中学で武道の教官を
していた父のもとには多くの
武道をたしなむ人が見えまし
た。その立ち振る舞いに子供
ながら何か凛としたものを感
じました。
出水には誇るべき「出水兵
児修養掟」が残されており、
その冒頭の文言〝口に偽りを
言わず、身に私を構えず〟
は、
現代の日本人に必要な徳目で
す。昨今、政官業等の倫理観
の喪失等枚挙にいとまがあり
ません。この精神的頽廃の改
善の一助にならないかと考え
ます。

上に鎮座する愛宕神社までの
４００弱の階段上りは今でも
公式少年野球部のトレーニン
グの場になっているとの事で
す。広瀬川と共に幼少期の遊
感のみずみずしいキュウリ、 び場で、特に思いで深いこと
かぶりつくと皮がキュッと音 は学生時東出水小運動会の部
を立てる茄子が忘れられませ 落対抗「愛宕山登山駅伝大会」
ん。また、甘いものが欲しく への参加を求められ最終ラン
なるとサトウキビ畑に入り、 ナーとして太田部落と一位を
茎を折って皮をむき、しゃぶ 競い幸いにして優勝した事で
した。幼少期「いみしごろ」
りながら帰ったものです。
また、広瀬川も格好の遊び で部落の皆さんに大いに迷惑
場でした。泳ぐのはもちろん、 をかけ少しは免罪符が貰えた
孟宗竹を肥後守ナイフでけず のではと思っていました。
り、竹ひごにして籠を編み、
桜の名所は東光山に移りま
釣りのしかけを作りました。 したが、今でも東出水小出身
タニシをエサにしてうなぎや の皆様は愛宕山の印象が強く
山太郎ガニを獲ってご飯のお 残っているかと思います。
かずにしていました。
（愛宕神社：薩州島津家初代
そして最も印象的なのがマ 用久公が 世紀中頃勧請創建）
タギのおじさんです。狩猟シ
中尾正一（荒崎出身）
ーズンになるとおじさんが仕
潮が引くと、
留めた大きな猪を担いで山か
潟、小浜、福
ら下りてきます。川原で呪文
の江の海岸線
のようなものを唱えた後、短
から約１㎞の
い刀で解体をするのです。皮
渡り干潟が出
をはぎ、内臓を取り出し、脚
や腿など肉を切り分ける作業 来た。小学生の頃、この干潟
をほれぼれしながら眺めてい で蛤取りに夢中になった。
蛤は潮が引くと同時に砂に
ました。解体作業を終えると
竈を作り、山の神に供物を捧 潜り込み、わずかに潜った痕
げた後、みんなにも分けてく 跡（蛤の目という）を残す。
れて食事をしました。この時、 この目を見つけるのが難しく、
命あるものをいただけること 目を見つけたら、矛で抉り出
に感謝をし、そして無駄にす す。
慣れてきたら籠一杯取れた
ること無く、すべてをいただ
くことが大切であることを覚 ものだ。その他、汐吹貝、渡
り蟹、ごち（魚）なども取れ、
えました。
私の料理人としての「原点」 春には ～ ㎝もあるマテ貝
は故郷 出水にあります。い が沢山とれた。
夜には黄色い幻想的な光を
つまでもこの自然豊かな町が
変わらずにいることを願って 放つ蛍の演舞を見に行き、上
をみると宝石を散りばめた様
います。
な美しい星空が広がっており、
北斗七星、天の川等も観察出
来た。
この干潟、蛍、夜空は子供
の頃の懐かしい思い出として
胸に残っている。
現今では干潟は約 年前干
拓地に置き換わり、夜空は文
明の進化と共に薄明るくなり、

坂井宏行（大川内出身）
川内輝夫（広瀬出身）
私は料理人
〝愛宕山の
として 歳で
思い出〟……
上阪するまで
出水市の北東
出水で過ごし
に位置する愛
ました。学校
宕山（標高１
帰りに食べた青臭い野性味の ４０Ｍ）は正月初日の出の景
あるトマト、パリッとした食 勝地、春の桜の名勝地また頂

50

参加は、老若男女、どなた
でも気軽に参加できます。お
子様と一緒に参加されている
方もいらっしゃいます。お子
様にとっては「自分のルーツ」
を確認できる貴重な時間にな
る素晴らしい体験となること
でしょう。
踊りに関心ある方、おはら、
渋谷に関心ある方是非ご参加
ください。踊った後の懇親会、
ダレヤミ会場も用意していま
す。連のハッピも貸与してい
ます。渋谷でお会いできる日
を楽しみにしています。

10

60

20

15

10

かなハッピが映え、素晴らし
い光景です。
一昨年の渋谷おはら祭では、
出水市関係者、出水望郷の会
出水支部関係者約 名の参加
があり、総勢 名を超える参
加で最大の連となりました。
しかし、残念なことにコロ
ナ禍の影響で、この２年間は
中止となっています。
踊りは、よく知るおはら節
と渋谷音頭の２つです。簡単
に踊れます。祭りが始まるこ
ろは見様見真似でも、最後に
なると一緒に楽しく笑顔満開
で踊っています。

89

「渋 谷 ・ 鹿 児 島 お は ら 祭 」
唐崎連長（東京高尾野会会長）
が就任しました。
鹿児島県のふるさと会など
連を超え、総勢２６００人
が踊る様は、何とも圧巻です。
沿道観客２万人とともに熱い
カゴンマ愛が溢れています。
年々、連の参加者も増え拡
大・成長してきました。花の
お江戸での踊り、楽しくワク
ワクしながら踊っています。
「出水はよかとこじゃっどー
」とアピールしています。
道玄坂・文化村通りに鮮や
60

‼

15

60

17

「渋谷・鹿児島おはら祭」
は、
毎年５月の日曜日に実施され
ています。出水望郷の会は、
渋谷でおはら節を踊って「出
水市と出水のツル」を全国に
ＰＲしようと山中久佐子さん
（当会会員）が立ち上げられ
ました。
その後、平成 年（２０１
８）から、出水ふるさと三会
（関東ふるさと出水会、東京
高尾野会、東京野田会）で継
承・運営しています。出水望
郷の会宮川会長
（当会会長）、
30
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（令和３）
年９月２０日発行
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クイズの正解



出水市のほか鹿児島県内の８つの市の

③の文化庁の日本遺産。

第１問

▼

麓が一緒に日本遺産に認定されました。



鈴は高さ４ｍ、直径３．４ｍ、重さ５

②の箱崎八幡神社。

第２問

▼

トンあります。



①の出水市の方が面瀬（３２９・９

第３問

８㎡）が広く、人口（５３、４６０人＝

▼

令和１年５月１日現在）も多い。

水 俣 市 は 面 瀬（ １ ６ ３・ ２ ９ ㎡）
、人

口（２３、９５９人＝同日現在）



①のボンタンは阿久根市、③のクスノ

②のイヌマキの木。

第４問

▼

キは鹿児島市。



架橋当時は有料道路でしたが１９９０

④の鹿児島県。

第五問

▼

年に無料となりました。



い

い  ず  み
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さしかぶい

【出水小学校】

あなたの卒業した 

６月の鮎解禁に合わせて隔年ごとに実施している、ふるさと交流
『情報交換会＆鮎獲り朝食会』
は、新型コロナの影響で今年は中止となりましたが来年は下記要領で実施予定です。
２年前の鮎獲り朝食会は高尾野川河川敷で行われ、獲れたての鮎の塩焼きや竹の皮に包まれた煮
しめなどを肴に芋焼酎片手に地元の方も交え、いずん弁も飛び交い話が弾み楽しいひと時を過ごし
ました。
又、前日夜の情報交換会は市関係者も含め総勢70名でホテル泉國邸で料理テーブルを囲みながら
行われ、有意義かつ和やかな情報交換の場となりました。
記
日
時 令和４年６月解禁に合わせて 早朝７時頃～ 10時頃、情報交換会は前日の夜
場
所 米ノ津川、広瀬橋上流河川敷 又は、高尾野川河川敷
要
領 現地集合・現地解散
詳細は来年３月頃、運営費を納入頂いた皆様にご案内致します。現地集合型の催し
ですので、この機会に帰郷を兼ねて、ふるさと交流会に奮ってご参加下さい。ご家族
での参加も大歓迎!!
開催案内 開催の有無及び募集要項等は令和４年春にホームページ及びフェイスブックでお知ら
せします。
※ホームページ
（スマホもOK）
※フェイスブック

ふるさと出水を離れて幾星霜。私たちが

卒業した小学校・中学校の今の姿を写真を

（参考文献：出水市ホームページ）

【出水中学校】

●昭和22年創立。出水市のほぼ中央の住宅
や肥沃な畑地の広がる地にあり、生徒数は
570名余（2020年度）
で、出水小、西出水小、
東出水小の３校区から通学しています。
出水市が提唱する「読書活動日本一のま
ちづくり」の活動にも積極的に取り組み、
令和３年６月には子供の読書活動優秀実践
校として文部科学大臣表彰を受賞しました。
東京オリンピック女子マラソンで活躍し
８位に入賞した一山麻緒選手は同校の出身
で、７月には生徒会が中心となり「後輩の
パワーを受け取って活躍を」と思いを込め
て大きな日ノ丸に寄せ書きをして届けまし
た。

通して紹介します。最終回は、出水地区です。



●明治13年創立。今年創立141年を迎えま
した。出水市のほぼ中央に位置し、学校の
周りは、植木栽培の畑が多く緑の多い住宅
地区です。近隣には出水中学校や出水高校、
出水工業高校、出水中央高校などがあり文
教地区ともいえる場所にあります。児童数
は654名30教室で出水市では一番大きな小
学校です。
学校教育の目標を「粘り強く、素直で、
協力する子供の育成」とし知・徳・体のバ
ランスのとれた教育の実践を進めています。

いずんに行っが！

来年６月開催予定

学校 は？

【西出水小学校】

（4）

ふるさと交流
「情報交換会＆鮎獲り朝食会」



●明治５年創立、149年の歴史を誇る伝統
校です。７月に令和３年度のグランドデザ
インを発表、
「確かな学力を身に付け、心
豊かでたくましい出水っ子を育てる」を教
育目標に、
「全員が喜んで登校し、笑顔が
あふれる学校」をキャッチフレーズに掲げ
ました。正門は日本遺産に指定された武家
屋敷群を象徴する御仮屋門、背後の城山は
亀の形をしていることから亀ケ城と呼ば
れましたが、校章はこの亀の甲羅に出水の
「出」をあしらったユニークな図形です。
各学年は２クラス、全校児童数は314人に
減りましたが、
「城山松の千代かけて」で
始まる校歌は明治、大正、昭和、平成から
令和の現在まで歌い継がれています。



ん

第33回
総会・懇親会
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関東ふるさと出水会の
ホームページ（スマホもOK）

（敬称略）

フェイスブック

（令和３年９月現在）

17

●幹事
神田 榮一
武下 恵子
宮下 瑞弘
花柳 糸之
松ケ野全律
川内 輝夫
花山 三郎
前原 勝視
松下
亮
宮路 貞憲
佐舗せい子
大梧美代子
平原貴美子
西川 みほ
船場 大地
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関東ふるさと出水会 役員名簿

24

●顧問
椎木 伸一
杉本 尚喜
伊藤
蕃
●会長
宮川 幸男
●副会長
金子 英男
麻生雍一郎
松永 幸一
●会計監事
鴫原 晶子
杉山 重徳
●代表幹事
山口 睦男

●編集後記

方々に編集員一同、感謝いたしますと共に、 
深く御礼を申し上げます。
と、少 し長 く な り ま し た。 例 年 で す と
４月 日に正・副会長＆グループ長会議
が招集され、今年
（令和３年）
の総会・懇親 こんな内 容で編 集 後記も終 わるところで
会開催について検討、新コロ変異株の出現 す が、 今 年 の 東 京 オ リン ピック、やって
で感染拡大が懸念されること、また、ワク く れ ました。最 終日 恒 例のマラソン女 子
“さつまおごじょ”
チン接種の進捗が不透明なこともあり、昨 で、出水中央高校出身の
年に引き続き中止することになりました。 一山麻緒選手が８位入賞を果たしました。
総会に合わせて発行している「会報いず ２００４年アテネ大 会以来 年 ぶりの快
ん」も、昨年は発行しませんでしたが、し 挙 を 肴 に、さぞ、ビー ル が 美 味 かった お
かし会員との絆、繋がりを大切にしたいと 父 さ ん 方 も い らっしゃるこ とで しょう。
パチパチパチー……。
の思いから、今年は
「会報いずん」
を
「発行」 『めでたし、めでたし』
しかし、今回の東京オリンピック、とる
したい……するという事に決定、これを受
け「会報いずん」編集委員会を立上げまし わとるわ、えぇーまたぁー、今日もぉー！
た。新コロ感染に配慮しつつ、７月９日に メダル獲得のニュースが駆け巡りました。
第一回編集会議開催、
「会報いずん」の紙 中でも 、 歳でメ ダリストその練 習環
面 構 成 を 決 め、掲 載 文の 起 草 担 当、会 員 境 造 りエピソ ー ド が、我 々の 時 代、生 活
寄稿者を選出・決定し、編集委員で分担し の中で野 山 を 歩 き駆 け 巡 り、川 や 海で泳
て起草・寄稿を依頼、起草・寄稿期間が一 ぎ 身に 着けた運 動 能 力・技 術で挑 戦 した
月足らずの短い期間にも関わらず、快く引 時 代 とは 違い日 本 もそんな 家 庭・社 会に
受けて頂き、日限までに投稿して頂き、８ なったのかとしみじみと感涙した次第です。
いや、ま～取り止めのない一人妄想話で
月 日には、第二回編集会議を開催、内容
長文になってしまいました。『申し訳ない。
』
を確認させて頂きました。
短い期間にも関わらず投 稿頂きました と思う次第であります。 
（松ヶ野）
12

事業者・会員の皆様の景品ご提供一覧表
会社名またはお名前

郵便番号・住所

電話 / ＦＡＸ

0120-269-213/
0120-675-213
03-3510-1461/
03-3240-5726
0996-82-0001/
神酒造
（株）
〒899-0401 鹿児島県出水市高尾野町大久保239番地
0996-82-0002
0996-88-2015/
長島研醸
（有）
〒899-1302 鹿
 児島県出水郡長島町平尾387番地
0996-88-2677
ホテルキング
〒899-0206 鹿児島県出水市向江町5-18
0996-62-1511
出水・天然温泉
0996-79-3726/
〒899-0131 鹿児島県出水市明神町1744-1
ぬくもりの湯
0996-79-3688
0996-63-6860/
肥薩おれんじ鉄道
（株） 〒899-0203 鹿児島県出水市上鯖渕717-2
0996-63-3567
〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-8-2
03-3526-4771/
マルイ食品
（株）
ＫＩＢビル３階
03-3526-4881
出水銘菓・むなかた
〒899-0131鹿児島県出水市明神町430
0996-67-1131
株式会社パレデ糸之
〒107-0062 東京都港区南青山3-18-4
03-3401-3121
花柳糸之
ブライト南青山301
出水酒造
（株）

〒899-0208 鹿児島県出水市文化町358番地

〒103-0027 東京都中央区日本橋2-15-3
雲海酒造
（株）東京支店
ヒューリック江戸橋ビル2階

（順不同、敬称略）

ご提供景品
焼酎／出水に舞姫

焼酎／さつま木挽、
KOBIKI BLUE
梅酒／梅神
焼酎／さつま島美人、
黒島美人
一泊ペア宿泊券
温泉宿泊ペア利用券
一日フリー乗車券
たまごスープ
銘菓詰め合わせ
商品券

0120-838-070/
なた豆青汁プラス
0120-838-779
溶岩焙煎「旅香おる珈琲」
0993-77-0108/ 漬け物セット
水溜食品株式会社
〒899-3511 鹿児島県南さつま市金峰町宮崎2940番地
0993-77-1423 「ぶつ切り島津梅」
茂原由美
（クラブ・ロゼ）
クオカード
山口税理士事務所
クオカード
焼酎／出水に舞姫（会場飲酒用）
鹿児島出水会

薩摩なた豆本舗
十二株式会社

〒260-0032 千葉県千葉市中央区登戸1-9-1

