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文化財課
☎0920（54）2341対馬歴史人物伝

十
四
之
巻

朝鮮貿易制度を確立した
さ だ も り

次回は、捕鯨で財をなした「亀谷卯右衛門」を紹介します。

 ～郷土をつくった人々～ わがまち再発
見

宗　貞盛
（生年不明‐1452年）

　宗氏8代当主の宗貞盛は、中世の朝鮮貿易体制の基礎を
作った人物です。
　貞盛の功績で最も特筆されるのが「文引制度」の確立
です。文引とは、パスポートのことです。現代のパスポ
ートは「日本国民」であることを証明する書類として、
外務大臣が発給しています。一方の文引は、朝鮮へ渡航
する人物について「倭寇ではない」ことを証明する書類として、一地方領主である『宗氏当主』が発
給していました。
　文引は「倭寇ではないこと」を証明する書類であるため、たとえ「室町将軍家」の使節であっても
『宗氏当主のみ』が発給する文引を必ず持っていなければなりませんでした。
　言い換えると、貞盛（宗氏当主）の文引を手に入れなければ、朝鮮へ渡航することができなくなっ
たのです。これにより、貞盛に対して独立的であった対馬島内の豪族たちも、貞盛に従わざるを得な
くなり、宗氏による対馬支配が一層進んだといわれています。

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
　　　　　　

＜励まし言葉編＞

　新型コロナウイルス感染症の影響により、皆さんの日常生活に支障が出たり、計画通りにいかなかった
りして、気持ちが落ち込んでいませんか。連日厳しい状況が続いていますが、元気を出して、この危機を
乗り越えましょう！コロナに負けないで！！

ヒムネセヨ

힘내세요!

ウンウォンハルケヨ

응원할게요!

コッチョンマセヨ

걱정마세요!

コッ ハルスイッソヨ

꼭 할 수 있어요!

チャル デルコエヨ

잘 될 거예요!

ポギハジマセヨ

포기하지 마세요!

頑張ってください／
元気出してください

応援します 心配しないでください

必ずできます うまくいきますよ あきらめないでください

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
沿って紹介します。

対馬市国際交流員

李　賢朱
イ・ヒョンジュ

宗貞盛の墓と考えられている

県史跡「対馬円通寺宗家墓地」（峰町佐賀）

ぶ ん い ん せ い ど
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けあい通信すた
Vol.31 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

 ～
私
た

ち「
島お
こし協働隊」で

す
!!～

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facebookページ↑

あらためて「島おこし協働隊」とは？

　島外から対馬に移住し、市民の皆さんとともに対馬の活性化に取り組む「島おこし協働隊」。総務省の
「地域おこし協力隊」制度を活用して平成23年度に始まったこの取り組みは今年で10年目を迎えます。
　対馬産品のブランディングや循環型農業の模索、子どもたちの教育支援など、これまで総勢32人の
隊員がそれぞれの持ち味を活かして、幅広い分野で活動を行ってきました。令和２年5月現在、7人の
現役隊員がコミュニティ支援、生物多様性保全、産業や観光振興等の各分野で活動を展開中です。

「移住者」から「定住者」へ

　隊員の中には任期終了後も対馬に定住し「島おこし」に携わり続ける方もいます。これまで9人の隊
員が対馬に残りそのうち7人が起業しています。教育や商品開発など分野はさまざまですが、その多く
が対馬に魅了され、対馬の活性化のために日々奮闘しています。

　今月は、新型コロナウイルス感染症の影響により、
多くの助け合い活動や介護予防の取り組みが自粛され
る中で、市民の皆さまが安心して暮らすことができる
まちづくりに向けて活動する生活支援コーディネータ
ーの取り組みを紹介します。
　現在、対馬市には、北部、中部、南部と合わせて7
人の生活支援コーディネーターが配置されています。
　4月16日、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐた
め、全国に緊急事態宣言が発令されました。不要不急
の外出を自粛をしている中、身体を動かす機会が減る
ことによって、高齢者などは身体機能の低下などが懸
念されます。私たち生活支援コーディネーターは、健
康状態の確認と不安の解消のために、災害時要援護者
台帳の登録者の方へ電話連絡を行っています。
　多くの皆さまが、笑顔あふれる楽しい時間が過ごせ
るように取り組んでいますので、引き続き、ご協力を
お願いいたします。

市内中学校で、ふるさと学習支援を行う協働隊員

　対馬市では今後も市民の皆
さんの協力をいただきながら、
島おこし協働隊員による地域
活性化を推進してまいります。
　当コーナーでは、隊員たち
の活動紹介や日々の取り組み
などを紹介していきます。
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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

　令和2年4月分から令和3年3月分までの国民年金保険料は、月額16,540円です。保険料は、日本年
金機構から送付される納付書により、金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納めることができ
ます。
　また、クレジットカードやインターネットなどを利用しての納付、そして便利でお得な口座振替もあ
ります。
　日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納めていただけない方に対して、電話・文書・
訪問により早期に納めていただくよう案内を行っております。
　未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された期限までに納付がない
場合は、延滞金が課されるだけではなく、納付義務のある方※の財産が差し押さえられることがありま
すので、早めの納付をお願いします。
　所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、保険料が免除・猶予される制度がありますので、市
役所の国民年金窓口でご相談ください。
｠※納付義務者は被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者および世帯主です。

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

国民年金保険料は納付期限までに納めましょう

新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法にご注意!!
―SNSの書き込みや広告、不審な通販サイトへ誘導する手口に気をつけましょうー

【消費者へのアドバイス】フィッシングサイト（インターネット上で行われる詐欺サイ
ト）の恐れもあり、氏名や住所、電話番号などの個人情報やクレジットカード情報を入
力すると不正に使用される可能性があります。インターネット通販を利用する際は、
SNSの書き込みや広告の内容を鵜呑みにせず、通販サイトの住所、電話番号表示や注文
手続きに不審な点はないか慎重に確認しましょう。もし不審なサイト上でクレジットカ
ード番号を入力してしまった場合は、早急にクレジットカード会社に連絡しましょう。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に関連した相談が、全国の消費生活センター等に寄せられてい
ます。今後も新たな手口の勧誘が行われる可能性があります。少しでもおかしいと感じたら、対馬市消
費生活相談所にご相談ください。

【相談事例】SNSで「マスクが買える通販サイト」という広告を見つけた。支
払方法は、クレジットカード払いしか選択できず、それを選択したが、カード
情報の入力画面が表示されなかったので、そのまま注文した。その後、注文受
付メールが届き「クレジットカードは、こちらにアクセスし登録してくださ
い」とURLが記載されていた。このような方法でクレジットカード番号を登録
したことはないので、URLにはアクセスしていない。業者の電話番号や住所の
記載はあるが、怖いので連絡していない。不審なのでキャンセルしたい。

出張年金相談は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当分の間中止としております。
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比田勝～博多航路の混乗便は、
5月28日まで運休します。

　新型コロナウイルス感染防止策のため
運休いたしますが、5月29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。運航再開が決定し
ましたら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

古野 まほろ/著

つしま図書館
☎0920（52）3900

　警察官の息子による
小学校での「拡大自
殺」。不可解な点の多
い事件の裏に潜む、あ
る陰謀とは？社会問題
を直視した、警察小説。

　あったかミルクスープ
に定番のトマトスープな
どなど、365人が考案し
たスープのレシピを大紹
介。今日の献立を考える
のが、ちょっとだけラク
になる1冊。

斉藤 倫/著

　「みなさん、こんば
んわん」いぬのDJ・ジ
ョンがお送りする〈レ
ディオワン〉のお時間
です。ジョンと人間た
ちのありふれた、でも
オンリーワンな優しい
物語。

中川 ひろたか/著
　石川 えりこ/画

　ぼくが好きなのは、
お相撲さんより「よび
だし」さん！小さな頃
から相撲が好きで、大
相撲の世界に飛び込ん
だ少年を描いた絵本。

日 月 火 水 木 金 土
6月の休館日 休館日

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

4
11
18
25

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

一
般
書

児
童
書

6月1日は、軽自動車税の
納期限です。

税務課

26日（火）・27日（水）・28日（木）
各振興部・行政サービスセンター
27日（水）・28日（木）

税務課夜間窓口
問い合わせ
税務課　☎0920（53）6111

5
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

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、施設の休館や利用制限を
設ける場合があります。開館状況等は、対馬市役所ホームページをご覧
いただくか、つしま図書館までお問い合わせください。

macaroni/著

老警 365日のスープ レディオワン おれ、よびだしになる

新刊 新刊新刊 新刊


