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 ～郷土をつくった人々～ わがまち再発
見

大浦 権大夫（?‐1665年）

　江戸時代前期、3代藩主の宗義真の時に、対馬藩
の土地支配制度を大改革し、藩の収入を上げること
を試みたのが大浦 権大夫です。
　江戸時代になると多くの藩で、土地支配改革が行
われ「先祖伝来の土地を藩主から安堵されて領地経
営をする」という武士像が崩され「城下町に住み、
毎日お城に出勤して給料を受け取る」という武士像が一般的になりました。
　権大夫は、対馬藩においてもこうした改革を進めようと試みた人物です。ただ、対馬藩の場合、ほ
とんどの武士が鎌倉時代から宗氏に仕えており、300年以上にわたって同じ土地に住み続けていた人
たちでした。権大夫はこの伝統的な支配体制を崩すべく、藩主から強権を認められ、家老級の上級武
士にさえ「改革に異論を唱えない」との誓約書を藩主に提出させました。
　この大改革は「一手支配」と称される強権的な手法により断行され、一部、実を結び藩の収入は上
昇し、義真による様々な公共事業へ利用されました。ただ、権大夫自身は、藩士たちからの強い反発
と、自身の不透明な会計処理などを糾弾され、要職に配置した一族もろとも処罰されてしまいました。

あんにょん！韓国語 問い合わせ／文化交流・自然共生課　☎0920（53）6111
　　　　　　上対馬振興部地域振興課　☎0920（86）3111
　　　　　　

　みなさん～アンニョンハセヨ。対馬市国際交流員の李庚津です。
　3月になり韓国では学校や会社などほとんどのところが新年度を迎えました。日本
は4月からなのでそろそろですね。
　さて、この時期には引っ越しも多いと思いますが、韓国の집들이（チプトゥリ）と
言う引っ越し祝いのパーティーのことをご存じでしょうか。집들이（チプトゥリ）は
新しく引っ越した家に知人を招いてするお祝いのことです。結婚したばかりの新婚夫
婦はもちろん転居した場合にも親しい友人などを招待してご馳走を振舞ったり、招か
れた方は家の中を見物して回ったりします。
　ところで、この집들이（チプトゥリ）に行く時、持って行く贈り物がいつもとは少
し違い、主にトイレットペーパーやティッシュ、または洗濯用洗剤を買って行きます。
新生活をスタートさせるために必要な日用品であることもありますが、洗剤には泡の
ように財産や良い事がどんどん増えるようにという願いが込められています。もちろん果物やケーキなど
一般的なものを持って行っても大丈夫です。今度韓国の方の家に招かれた時には집들이（チプトゥリ）の
ことを話してみてはいかがでしょうか。

対馬市国際交流員

李　庚津
イ・キョンジン

このコーナーでは毎月、生活に使える韓国語のフレーズ
をテーマに沿って紹介していますが、今月は韓国の文化
をコラム形式で紹介します。

‘집들이‘
引っ越し祝いのパーティー

（チプトゥリ）
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「権大夫一手支配」と呼ばれる改革を試みた

次回は「名副代官」と呼ばれた賀島兵介を紹介します。

海岸寺・賀島兵介墓の近くにある大浦権大夫の石碑



けあい通信すた
Vol.29 問い合わせ　対馬市社会福祉協議会　☎0920（58）1432

　　　　　対馬市地域包括ケア推進課　☎0920（53）6111
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島おこし協働隊 活動レポート番外編

問い合わせ　しまの力創生課　☎0920（53）6111 対馬市島おこし協働隊・外部集落支援員facebookページ↑

　全国各地から対馬市に移り住み、それぞれの分
野で市民の皆さんと協力しながら地域おこしに取
り組くんできた、島おこし協働隊員4人と外部集
落支援員1人が、令和元年度をもって任期終了と
なります。活動に当たって市民皆さんから多様な
ご支援をいただき、ありがとうございました。

みなさんのお住まいの地域で【助け合い活動】を進めたいという方は、ぜひ、ご連絡ください。

菅田 奈緒美
外部集落支援員
着任日：平成27年4月1日
退任日：令和2年3月31日

松葉 遙花
教育コーディネーター
着任日：平成29年4月1日
退任日：令和2年3月31日

上原 由美子
エコツーリズムプランナー
着任日：平成29年4月1日
退任日：令和2年3月31日

稲垣 理美
学生研究員
着任日：平成31年4月1日
退任日：令和2年3月31日

元杭 睦
しまぐらしコーディネーター
着任日：平成30年7月1日
退任日：令和2年3月31日

すがた　　　なおみ

うえはら　　ゆみこまつば　　ようか

いながき　　りみもとくい  むつみ
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　今回は、鹿見・久原・女連（通称：SKU）の3地区の取り組みを紹介します。SKUでは、第2層協議
体委員と3地区の区長が中心となって、困った時に誰かが支えてくれる、生活支援・居場所の一体的な
取り組みを始めました。現在は、第2層協議体委員と3地区の区長が窓口兼実動部隊として機能し、今
後活動に賛同してくれる人を増やしていく予定です。
　「SKU助け合い活動」の立ち上げを住民へお知らせするために、居場所づくり活動として、昔ながら
の杵と臼を使った「もちつき大会」や「3地区交流グラウンドゴルフ大会」を開催し、それぞれ40人を
超える住民参加があり、楽しいひとときが過ごせたようです。
　3地区で一緒に行事を行うことがないため、久々に会わせる顔に喜び、近況を伝え合う姿がありまし
たが、何よりも住民の一人ひとりが主役で、安心して元気に暮らしていく取り組みが始まり、これから
の人生が楽しみになったに違いありません！ 



問い合わせ　日本年金機構長崎北年金事務所　
　　　　　　　☎095（861）1354

年 金 コ ー ナ ー
ご存じですか？国民年金の任意加入制度　

　老齢基礎年金（65歳から受けられる年金）は、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めな
ければ、満額の年金を受け取ることができません。国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の納
付済期間が40年間に満たない場合は、60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して、保険
料を納めることで満額に近づけることができます。
　なお、老齢基礎年金を受けるためには保険料の納
付済期間や保険料の免除期間が原則として10年以
上必要となりますが、この要件を満たしていない場
合は、70歳になるまで（昭和40年4月1日以前に
生まれた方に限る）任意加入することができます。
　また、海外に在住する日本国籍を持つ方も国民年
金に任意加入することができます。詳しくは、年金
事務所または市役所年金担当窓口にお問い合わせく
ださい。
※国民年金の任意加入は、お申し出のあった日からと

　なります。

○と　き　4月15日（水）14：00～17：00

　ところ　対馬市役所豊玉庁舎

○と　き　4月16日（木）9：00～15：00

　ところ　上対馬総合センター

長崎北年金事務所の出張年金相談

★年金相談は予約制です。相談時間枠

には限りがありますので、お客様の

ご希望に添えない場合もございます。

★予約受付期限　4月10日（金）

★予約先　☎095（861）1387

問い合わせ
対馬市消費生活相談所　☎0920（52）8322
長崎県消費生活センター　☎095（824）0999対馬市消費生活相談所だより

要チェック！ 消費者トラブルに巻き込まれる前に

【相談事例】
　2年間住んだ賃貸アパートを退去した。敷金は家賃3か月
分の150,000円支払った。たばこのヤニと臭いがひどいの
で、クロス張替費用を請求された。張替費用は、貸主負担で
はないのか。

賃貸住宅の退去時の原状回復のトラブルについて！

【消費者へのアドバイス】
　国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常
の使用による損耗や経年変化による自然的な劣化、例えば日焼けによるク
ロス、畳の変色などは貸主の負担とします。しかし、壁の落書き、喫煙や
ペットを飼っていたことによるキズ、臭い、汚れなどは通常の使用方法を
超える使い方によって生じたものとして借主の負担とされています。

　ガイドラインに法的な拘束力はなく、契約書の内容が優先されるので、契約条項や「特約」
の記載などを確認することが大切です。入居時に、家主や仲介業者などの貸主側と一緒に部屋
の現状を確認し、メモや写真に撮り、証拠として残しておくことも大切です。
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松本 やすゆき/著

つしま図書館
☎0920（52）3900

　伝統のちらし寿司か
ら、最旬のラップにぎ
りやサラダ寿司まで、
個性豊かな「おうちす
し」レシピを大紹介！
手土産やイベントごと
に、ぜひ作ってみては？

　子どもに作ってあげた
い、レッスンバッグに体
操袋、ランドセルカバー
など。生地の選び方や縫
い方のポイントも丁寧に
解説。はじめてさんでも
この一冊で安心です。

こぬま としろう/著・画

　おにぎりのこと、ど
こまで説明できる？子
どもの好奇心、大人も
知らなかったことがた
くさんあるのです。知
らない世界が見えて、
親子の会話もひろがる
絵本です。

北川 チハル/著
石井 聖岳/画

　ここは、夜長森図書
館。やさしい司書のし
おりさんもしらない真
夜中のひみつ。オルゴ
ールの合図とともに、
本たちが目を覚ましま
す。 

日 月 火 水 木 金 土
4月の休館日 休館日
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税務課

27日（金）・30日（月）・31日（火）
各振興部・行政サービスセンター
30日（月）・31日（火）

税務課夜間窓口
問い合わせ
税務課　☎0920（53）6111

3
月

夜間窓口は、毎月末の
3日間を予定しています。

（各振興部・行政サービスセンターでは
  2日間を予定）

午後8時まで開いています

引っ越しの季節になりました
　引っ越しの際は、図書館から借りた本の返し忘れにご注意ください。
　使わなくなる図書館カードは窓口に返していただいても構いません。

メディアパルムック

おうちすし
簡単なのにおしゃれで
可愛い

子どもが喜ぶ
人気の通園通学グッズ

おにぎりは
どこからきた？

だれもしらない
図書館のひみつ

新刊 新刊新刊 新刊
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比田勝～博多航路の混乗便は、
3月7日から3月31日まで運休します。

　新型コロナウイルス対策のため、運休
いたしますが、4月1日以降につきまして
も運航は未定のため予約の受け付けは行
っていません。運航再開が決まりしだい
改めてお知らせします。
　大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご
理解くださいますようお願いいたします。
　なお、運航に関するお問い合わせは、
下記までお願いします。

　　　　 　－ 問い合わせ －

JR九州高速船（株）☎092（281）2361

対馬市政策企画課　☎0920（53）6111


