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税について学ぶ

原小学校の6年生を対象に租税教室が開催され
ました。対馬法人会青年部会の播磨孝記副部会

長が講師となり税金がどのように使われているのか、
長崎県対馬病院などの建設費用等を用いて説明し、児
童たちは、税について関心を持って学習しました。

厳

まちかどウォッチング

みんなの広場
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広報 まちかどウォッチング

第2波に備えて 6/11

内観光客が今後増えると予想される中、対馬ロ
ータリークラブから、新型コロナウイルス感染

症予防に役立てて欲しいとしてマスク1,000枚と30万円
の寄付をいただきました。なお、これまでに個人・各種
団体など多くの皆さまから寄付金や物品の寄贈をいただ
いており、感染症予防に活用させていただいております。

国

6/23

愛され続けた“対馬の味”50年の歴史に幕

は り ま たかのり

写真左：伊藤浩一郎幹事、写真中：阿比留人美会長写真左：伊藤浩一郎幹事、写真中：阿比留人美会長

た べあるき九州・沖縄100選店に選出され、約
50年にわたり市民や観光客に愛された丸いた

いやき「佐賀のたいやき」を製造・販売している峰町
の永留菓子店が先月末に惜しまれながら閉店しまし
た。今後は場所を移してお店を続けられるそうです。
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コロナに負けずに青春を謳歌！
　6月6日・7日、新型コロナウイルスの影響で高校
総合体育大会が中止となったことから、これまでの
成果を発表する場として市内3高校で対抗戦が行わ
れました。市内各地でバスケットボール男子、バレ
ーボール女子、ソフトテニス男女、陸上競技の熱戦
が展開されました。

　99歳を迎えられた上野さんに市から褒状とお
祝い金を贈呈し、長寿をお祝いしました。
　これからもお元気でお過ごしください。

上野 茂見さん（上対馬町）大正10年6月25日生まれ

中学生スポーツの祭典
　6月13日・14日、新型コロナウイルスの影響で開催が危ぶま
れていましたが、対馬市中学校総合体育大会（武道・球技）が
市内各地で行われました。（ソフトテニスは悪天候のため16
日・17日に開催）結果は以下のとおりです。（敬称略）

◎バレーボール男子…………1位  比田勝　2位  大船越
◎バレーボール女子…………1位  仁田　2位  雞知　3位  厳原・西部
◎バスケットボール男子……1位  久田　2位  雞知
◎バスケットボール女子……1位  東部　2位  久田
◎ソフトテニス団体男子……1位  西部　2位  仁田　3位  久田・佐須奈
◎ソフトテニス団体女子……1位  比田勝　2位  豊玉　3位  豆酘・大船越
◎ソフトテニス個人男子……1位  原谷大雅・國分倖（西部）
　　　　　　　　　　　　　2位  山本貫太郎・春日亀瑠（佐須奈）
　　　　　　　　　　　　　3位  須川琥太郎・江口玲輝（仁田）
　　　　　　　　　　　　　3位  中村脩希・小島そう（西部）
◎ソフトテニス個人女子……1位  大庭真衣・一円菜々美（大船越）
　　　　　　　　　　　　　2位  河原実咲・阿比留陽南（豊玉）
　　　　　　　　　　　　　3位  片山陽佳梨・大浦奈々（比田勝）
　　　　　　　　　　　　　3位  小森杏実・中村咲良（豆酘）
◎剣道団体女子………………1位  厳原　2位  佐須
◎剣道個人男子………………1位  竹中宏聡（厳原）
　　　　　　　　　　　　　2位  井田泰成（佐須）
　　　　　　　　　　　　　3位  友末虎太朗（雞知）
　　　　　　　　　　　　　3位  西山晃弘（雞知）
◎剣道個人女子………………1位  平山静夏（厳原）
　　　　　　　　　　　　　2位  船津莉那（厳原）
　　　　　　　　　　　　　3位  山川桃子（雞知）
　　　　　　　　　　　　　3位  久原幸恵（厳原）

み ん な の 広 場

祝 白寿　
おめでとうございます
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今年の夏はどのように過ごしますか？

市内にあるキャンプ場に出かけて対馬の自然を満喫してみるのはいかがでしょうか。

ご近所のキャンプ場で、日常とは違う時間を過ごしてみたり、

普段住んでいる場所から少し遠くのキャンプ場で、新しい対馬を発見したりと、

いろんな楽しみ方があります。そこで今回は、対馬でキャンプに熱中しているご家族に

キャンプの魅力や楽しみ方についてお話を伺いました。

あゆも
どし?

みうだは？

次、どこ
行く?

対馬を遊ぼう。
キャンプで遊ぼう。
対馬を遊ぼう。
キャンプで遊ぼう。
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　転勤で6年前に対馬にやってきた徳山ファミリー。8歳の双子と5歳
2歳の男の子の6人家族です。龍司さんはもともとアウトドアに興味
を持っていましたが、対馬に来てから、本格的にキャンプに目覚め、
ワゴン車にキャンプ道具を詰めてはキャンプや車中泊で、1年を通し
て対馬の自然を満喫しています。

　転勤で6年前に対馬にやってきた徳山ファミリー。8歳の双子と5歳
2歳の男の子の6人家族です。龍司さんはもともとアウトドアに興味
を持っていましたが、対馬に来てから、本格的にキャンプに目覚め、
ワゴン車にキャンプ道具を詰めてはキャンプや車中泊で、1年を通し
て対馬の自然を満喫しています。

対馬でのキャンプの良さは？
龍司さん：対馬はとても自然が豊か
で、その魅力を文字通り、肌で感じ
ることができるのが対馬キャンプの
良さだと思います。また、キャンプ
場も本土のキャンプ場に比べてゆっ
たりとしているので、そのあたりも
良いですね。

もともとキャンプに興味は？
和美さん：全く無くて（笑）夫に連
れていかれて、すぐにはまりました。
キャンプをしている夜に、次いつ行
こうかって話をしたくらいですね。
外で食べる料理に感動したり、朝起
きてから飲むコーヒーが最高だった
り。日常とは違う環境で家族と接す
ると雰囲気も違いますし、屋外で過
ごす開放感がすごく癒されます。

お手製のイラストボードで行く前から楽しむ
和美さん：イラストが好きで、夫から頼まれて書きだしたので
すが、行く前に、今回のキャンプの目的などをテーマにイラス

トボードを作っています。作るととてもワクワクしますし、家族や一緒に
行った仲間たちとのテンションも上がって、より一層楽しむことができる
んです！

料理も楽しみの一つ
和美さん：見て楽しく、食べておいしくを意識し
て、夫婦でいろいろと情報収集しながら、作って

います。こだわり過ぎて時間をかけてもいけないので、いい
なと思った料理を我が家流にアレンジして作っています。ま
た、子どもたちの好きな食べ物を、一緒に作業できるように
考えるのも、我が家のキャンプ飯の流儀です！ 

水遊び

龍司さん

和美さん

夢來くん夢來くん
ゆらいゆらい みらいみらいらいたろうらいたろう ふうたろうふうたろう

未來くん未來くん來太朗くん來太朗くん 颯太朗くん颯太朗くん

　キャン
プ大好き

!

 徳山ファ
ミリーに

聞く

誕生日もキャンプでお祝い!

その1

その2

その3
子どもがメイン
龍司さん：とにかく子どもが楽しんでくれるようにしたいというのが
あります。男の子ばかり4人なので、外で探検したり、自転車に乗った
りと、いっぱい身体を動かせて楽しめるキャンプをしています。

徳山ファミリーのキャンプの楽しみ方
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キャンプを通しての様々な出会い
龍司さん：キャンプを通して、たくさんの仲間がで
きました。対馬でのキャンプの様子をＳＮＳで発信
すると、たくさんの人が見てくれて、そこからキャ
ンプ好きの人たちとつながってコミュニケーション
を取ったり。対馬でも、多くの仲間とキャンプでつ
ながることができて、大勢でバーベキューをしたり
遊んだりすることで、子どもたちも喜んでいます。
また、火を使ったり、自然と触れ合ったりする経験
をさせたり、子どもどうしの出会いも作ってあげら
れているのかなと思っています。

徳山ファミリーにとってキャンプとは?
龍司さん：キャンプは、びしょ濡れになって走り回ったり、台所では作れない料理を作ったりすることができ
たりと、普段家では体験できないことができる場所です。子どもたちも、終始楽しく過ごしてくれますし、炎
の暖かさや自然の美しさを感じて、人間として成長していく姿を見せてくれる場所であることも、キャンプの
魅力だと思います。これからも、徳山家オリジナルのキャンプを作れたらいいなと思っています。皆さんも、
対馬の豊かな自然をフィールドに楽しんでみませんか？ 

生活の中に溶け込むキャンプでありたい
龍司さん：キャンプ道具も、長く使えるものを揃え
ました。キャンプだけでなく、普段の生活でも使っ
ています。子どもたちとずっと一緒にキャンプを続
けていって、願わくばこの道具を子どもたちに譲れ
るくらい（笑）
　我が家では、誕生日やクリスマスまで、いろいろ
なイベントをキャンプに行くきっかけにしています。
これからも、生活の中にキャンプが溶け込む家族で
ありたいと思っています。

対馬の自然を生活の中に
　自然に囲まれた対馬に暮らしている私たちですが、自然に触れ合う機会が少なくなって
いませんか？この夏、キャンプを通して自然に近づいてみるのはいかがでしょうか？この
夏キャンプでの思い出づくりができるよう整備をして、皆さんのお越しをお待ちしています！
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○救急用品は忘れずに!
ケガに対する備えは怠らないようにしましょう。
万が一、ケガをしてしまっても最低限の消毒や
止血などができる救急用品は準備しましょう。
キャンプを楽しく過ごすためには、もしもの時
に備えることが大切です。

○非日常の中でもマナーは守ろう!
行く人からすると非日常の場所でも、そこに住
んでいる人や自然の中には動物、虫、植物がい
ることを忘れてはいけません。ごみは必ず持ち
帰ることや大声を出して夜遅くまで騒いだり、
迷惑をかけることがないよう気をつけましょう。

キャンプでの注意事項!どこに行こうかな?

今年の夏はキャンプを始めよう!!

気軽に
Go!!

キャンプは山や海辺など、様々な
フィールドで楽しめます。初めて
の方は設備の整った市内のキャ
ンプ場はいかがでしょうか？

でも、テントを持ってない…

キャンプ道具はいろいろあって揃えるのも大変で
す。市内のキャンプ場では、バンガロー、コテージ
があったり、テントはもちろん施設によっては全て
の道具がレンタルできるので、食材だけを持ち込
んでキャンプを楽しめるようになっています。
まずは気軽にキャンプをはじめてみませんか？



市内のキャンプ場紹介

　隣接している三宇田浜では海水
浴が楽しめるほか、温泉も近いので、
遊んだ後はゆっくり温泉に！という
贅沢な場所にあります。

○おもな設備と料金
常設テントサイト
テントサイト
バーベキューセット
シェラフ（寝袋）
○問い合わせ
三宇田キャンプ場管理棟　　☎0920（86）4678
上対馬振興部　地域振興課　☎0920（86）3111

　和多都美神社まで徒歩3分、夜や
早朝など、昼間とは違う姿を見るこ
とができます。晴れた夜は、烏帽子
岳展望台からの星空も美しいです。

○おもな設備と料金
コテージ
テントサイト
テント
高規格テント

○問い合わせ
　中対馬振興部　地域振興課　☎0920（58）1111

神話の里自然公園

　放牧されている対州馬や、キャン
プ場に隣接するカヌーを楽しむこ
とができます。昼間にバーベキュー
を楽しむ人も多く利用しています。

○おもな設備と料金
　高規格テント
　普通テント
　オートキャンプ場テントサイト
　デイキャンプ
　カヌー
○問い合わせ
　あそうベイパークキャンプ場管理棟　☎0920（54）4994

あそうベイパーク

利用期間：
5/1～3/31利用期間：通年

利用期間：通年

利用期間：
7/11～8/31

利用期間：
7/11～9/30

　瀬川に架かるつり橋を越えた高
台にあるキャンプ場は、鮎もどしで
の川遊びに、龍良山での山登りに最
適な場所に位置しています。

○おもな設備と料金
　テント
　テント
　テントサイト

○問い合わせ
　総務部　財産管理運用課　☎0920（53）6111

鮎もどし自然公園
　キッチンを備えたバンガローや
ログキャビンがあり、複数の家族や
グループで利用できます。

○おもな設備と料金
　バンガロー
　ログキャビン
　常設テント
　テントサイト

○問い合わせ
　総務部　財産管理運用課　☎0920（53）6111

青潮の里

…………（1張）3,770円
　……………（1か所）1,570円

　………（1式1日）520円
…………（1袋1日）520円

………………（1棟：2人）3,140円
　　……………（1か所）1,570円

………………（1張：5人用）1,040円
　……………（6人用）5,230円

………………（6人用）6,200円
…………………………… 4,700円

…… 2,000円
…………………………… 500円

…………………（1艇1時間）600円

………………（6人用）7,330円
……………（5人用）6,280円
………………（5人用）3,140円
……………（1か所）1,570円

…………………（10人用）6,280円
……………………（6人用）3,770円

……………（1か所）1,570円

三宇田キャンプ場

　対馬市では、現在5つのキャンプ場を開設しています。どの
キャンプ場も、場所を生かした立地や施設が特徴で、中には1
年を通して利用できるキャンプ場もあります。また、テントや
バーベキューの道具などをレンタルできるところもあるので、
道具がなくても気軽にキャンプができますよ！

市内のキャンプ場紹介
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【目指すべきビジョン】 

　「SDGs（エスディジーズ）」これは「誰一人取
り残さず」いつまでも安心して暮らせる社会の実
現を目指す世界共通目標で「環境、社会、経済」
のバランスを保つため、17個のゴールで構成され
ています。ヒト・モノ・カネが地球規模で行き交
う現代社会は、どの地域も世界と深く、幅広く結
びついています。地球規模の影響を末端で受け、
最も「取り残されやすい」離島だからこそ、世界
や政府の動きに協調しながら「SDGs」の考え方
を取り入れた「しまづくり」を進めていく必要
があると考えております。 
　政府は、この「SDGs」を推進するために「Ｓ
ociety（ソサエティ）5.0」の推進、地方の衰退
を意識した「地方創生」、女性の社会進出を意識
した「次世代・女性のエンパワーメント」の３つ
の柱を示しています。
　「Ｓociety5.0」とは、狩猟社会（Ｓociety1.0）、
農耕社会（Ｓociety2.0）、工業社会（Ｓociety3.0）、
情報社会（Ｓociety4.0）に続く、目指すべき未
来社会の姿として国が提唱した概念です。対馬市
では、自動運転の実証実験や学校でのタブレット
教育に取り組んでいますが、IoTやAIといった科
学技術を活用しながら、交通、教育、医療・福祉、
行政サービスの向上、産業の維持発展を目指しつ
つ、快適かつ質の高い生活ができる社会の構築を
目指してまいります。
　新型コロナウイルス収束後の社会、つまりポス
ト・コロナ時代では、リモートワークやオンライ
ン学習など私たちの暮らしそのものが変わり、自
然豊かな地域での暮らしが見直されつつあります。

対馬にとっては、移住・定住を促す絶好のチャン
スであり「Ｓociety5.0」の推進がますます求め
られるものと考えております。そうした社会の変
革に対応していくためにもインターネット通信環
境の強化等、引き続き情報基盤の整備に努めてま
いります。

【5つの拡大戦略】 

1．働 く 【産業・所得の拡大】 

　6次産業化の推進においては、創業、新商品開
発、どぶろく特区事業など事業者ニーズに応じた
対応が円滑に図られ、事業の発掘、発展に向けた
支援に繋がったと評価しており、創業等支援事業
については、事業の組み立てや人材育成にシフト
し、取り組みを進めます。
　後継者対策においては、農林水産業の担い手確
保事業の合同企業面談会として実施してきたもの
を、人口減少に伴うU・I ターン事業と絡めながら
全業種に拡大しましたが、平成30年度から実施し
ている福岡会場は相談件数も低調であり、その実
施方法等について検討いたします。
　若年層から高齢者までの雇用促進対策としては、
令和元年度から、学生および移住希望者に対し、
就業体験の機会を提供するインターンシップ人材
確保事業を開始し、令和元年度実績では、受け入
れ人数6人、受入企業22社と、順調な滑り出しで
あり、さらに取組みを強化いたします。

2．迎える 【交流人口の拡大】 
　滞在型観光促進の柱として「アウトドアの聖地」
を目指す対馬ブランディング事業を推進し、併せ
て、国内客を中心とした誘客とリピーター確保の
ため、島内観光事業者のおもてなし意識の醸成や
新たな体験メニューの開発を進め、対馬観光の満
足度向上を実現します。 

　航路、航空路運賃低廉化事業は、島の外で暮ら
す扶養親族などにも適用できるよう準国境離島島
民制度をスタートさせ充実を図りました。さらに、
交流人口拡大のため、対馬出身者、ふるさと納税
者などを含む対象範囲の拡大を目指します。 
　浅茅湾と和多都美神社を核とした観光開発とし
て、インバウンドの観光客からも注目を浴びる和
多都美神社から風光明媚な浅茅湾を渡れば最強の
城「金田城」へと古の時代へタイムトリップでき
る特別な観光ルートとしても期待され、また、中
対馬未来づくりアクションプランに沿って、神話
の里自然公園にはコテージとトイレの建設等を実
施し、ふるさと回帰のステージとして峰町青海の
里の段々畑を復活させる花畑スポットの整備を進
めます。
 
3．整える 【快適生活環境の拡大】 

　安心して結婚・出産・子育てができる環境を整
えるため、これまで同様、出逢いの場の設定から
結婚後の子育て期におけるふれあいの場やつなが
りの場を創設し、安心出産支援事業として、不
妊・不育治療を希望するご夫婦の経済的・精神的
負担の軽減を図り、子どもを産み育てやすい環境
づくりのための支援制度をスタートさせます。 
　エネルギー自立の島づくりとして、これまで林
地に残されてきた未利用材をエネルギー資源とし
て有効に活用するために ESCO（エスコ）事業に
よるバイオマスボイラーの導入を進め、併せて
「森林環境譲与税」を活用した施策拡大を進め
ます。
　令和元年の幼児教育・保育の無償化に伴い、本
市では、子育て世帯の負担軽減のため、3歳児か
ら5歳児の副食費も全額免除としたところですが、
現状、へき地保育所利用者との間で格差が生じて
いることから、早急に、その格差解消のための方
策について検討を進めます。 

4．健やか 【健康・福祉】 

　本年度は、対馬版地域包括ケアシステムの本格
稼働の目標年度に当たり、これまで、生活支援コ
ーディネーター事業、認知症総合支援事業、そし
て、認知症ケア向上研修事業などを着実に実施し
てまいりました。さらに市組織の各部署や外部団
体との連携を強化し、地域包括ケアシステム構築
に努めます。
　シルバー人材センターの全島拡大については、
活動拠点を厳原町、豊玉町、そして上対馬町に設
置いたしました。今後は、更なる会員の拡大とサ

ービス内容の充実を図りながら、元気高齢者の皆
様が生きがいをもって知識や技術を活かせる取り
組みとしてセンターの安定運営に努め、将来的に、
公益社団法人への移行を目指します。 
　高齢者の見守りについては、既存のサービスで
ある「食の自立支援事業」「シルバーホン設置事業」
「ちょこっとサービス事業」を有機的に提供・実
施できるよう検討し、見守り体制の充実を図りま
す。 また、健康維持には、コミュニケーションや
適度な運動が大切であると言われており、スクエ
アステップなど高齢者に適した健康スポーツ活動
も推進してまいります。 

5．育てる 【人づくり・教育の拡大】 
　都市部の人材を活用し、地域の活性化に必要な
施策の推進と、対馬市での定住・定着を促進する
ため、島おこし協働隊事業に取り組み、対馬独特
の地域おこし、課題解決に向けた取り組みの実績
を重ねてまいりました。その一方、島おこし協働
隊員の定住率の全国的平均が6割程度に対し、本
市は32％と低調であります。定住は、事業目的の
一つの柱でもあり、定住に向けた新たな仕組みづ
くりを検討しながら、島おこし協働隊事業を推進
してまいります。 
　ICT教育の拡充においては、本市では、中学校
生徒は一人一台、小学校は最大学年児童数分のタ
ブレット端末を全国に先駆けLTE方式により導入
したところで、教室での利用のみならず、自宅学
習、校外学習、修学旅行等でも活用しており、国
内でもトップクラスのICT先進市としての評価を
頂いたところでございます。くしくも、新型コロ
ナウイルス感染拡大により、全国的に学校の臨時
休業が行われたことで、タブレット端末導入の効
果を証明することとなりました。今後は、小学校
へのタブレット端末の追加導入を検討し、ICTを
活用した教育を推進してまいります。 

　対馬（しま）づくりの船頭として、市民の皆様
とともにOne Teamとなって協働して着実に実行
していくことが私の責務であります。 
　第2次対馬市総合計画に掲げる「若者でにぎわ
う希望の島」「地域経済が潤い続ける島」「支え合
いで自立した島」「自然と暮らしが共存した島」と
いう4つの将来像の実現と「自立と循環の宝の島 
つしま」を目指して、全身全霊をもって市政に取
り組んでまいりますので、ご協力を賜りますよう
心よりお願い申し上げます。 

市長所信表明（抜粋）
6月16日、令和2年第2回対馬市議会定例会にて

所信表明の原文は、対馬市ホームページに掲載しております。
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【目指すべきビジョン】 

　「SDGs（エスディジーズ）」これは「誰一人取
り残さず」いつまでも安心して暮らせる社会の実
現を目指す世界共通目標で「環境、社会、経済」
のバランスを保つため、17個のゴールで構成され
ています。ヒト・モノ・カネが地球規模で行き交
う現代社会は、どの地域も世界と深く、幅広く結
びついています。地球規模の影響を末端で受け、
最も「取り残されやすい」離島だからこそ、世界
や政府の動きに協調しながら「SDGs」の考え方
を取り入れた「しまづくり」を進めていく必要
があると考えております。 
　政府は、この「SDGs」を推進するために「Ｓ
ociety（ソサエティ）5.0」の推進、地方の衰退
を意識した「地方創生」、女性の社会進出を意識
した「次世代・女性のエンパワーメント」の３つ
の柱を示しています。
　「Ｓociety5.0」とは、狩猟社会（Ｓociety1.0）、
農耕社会（Ｓociety2.0）、工業社会（Ｓociety3.0）、
情報社会（Ｓociety4.0）に続く、目指すべき未
来社会の姿として国が提唱した概念です。対馬市
では、自動運転の実証実験や学校でのタブレット
教育に取り組んでいますが、IoTやAIといった科
学技術を活用しながら、交通、教育、医療・福祉、
行政サービスの向上、産業の維持発展を目指しつ
つ、快適かつ質の高い生活ができる社会の構築を
目指してまいります。
　新型コロナウイルス収束後の社会、つまりポス
ト・コロナ時代では、リモートワークやオンライ
ン学習など私たちの暮らしそのものが変わり、自
然豊かな地域での暮らしが見直されつつあります。

対馬にとっては、移住・定住を促す絶好のチャン
スであり「Ｓociety5.0」の推進がますます求め
られるものと考えております。そうした社会の変
革に対応していくためにもインターネット通信環
境の強化等、引き続き情報基盤の整備に努めてま
いります。

【5つの拡大戦略】 

1．働 く 【産業・所得の拡大】 

　6次産業化の推進においては、創業、新商品開
発、どぶろく特区事業など事業者ニーズに応じた
対応が円滑に図られ、事業の発掘、発展に向けた
支援に繋がったと評価しており、創業等支援事業
については、事業の組み立てや人材育成にシフト
し、取り組みを進めます。
　後継者対策においては、農林水産業の担い手確
保事業の合同企業面談会として実施してきたもの
を、人口減少に伴うU・I ターン事業と絡めながら
全業種に拡大しましたが、平成30年度から実施し
ている福岡会場は相談件数も低調であり、その実
施方法等について検討いたします。
　若年層から高齢者までの雇用促進対策としては、
令和元年度から、学生および移住希望者に対し、
就業体験の機会を提供するインターンシップ人材
確保事業を開始し、令和元年度実績では、受け入
れ人数6人、受入企業22社と、順調な滑り出しで
あり、さらに取組みを強化いたします。

2．迎える 【交流人口の拡大】 
　滞在型観光促進の柱として「アウトドアの聖地」
を目指す対馬ブランディング事業を推進し、併せ
て、国内客を中心とした誘客とリピーター確保の
ため、島内観光事業者のおもてなし意識の醸成や
新たな体験メニューの開発を進め、対馬観光の満
足度向上を実現します。 

　航路、航空路運賃低廉化事業は、島の外で暮ら
す扶養親族などにも適用できるよう準国境離島島
民制度をスタートさせ充実を図りました。さらに、
交流人口拡大のため、対馬出身者、ふるさと納税
者などを含む対象範囲の拡大を目指します。 
　浅茅湾と和多都美神社を核とした観光開発とし
て、インバウンドの観光客からも注目を浴びる和
多都美神社から風光明媚な浅茅湾を渡れば最強の
城「金田城」へと古の時代へタイムトリップでき
る特別な観光ルートとしても期待され、また、中
対馬未来づくりアクションプランに沿って、神話
の里自然公園にはコテージとトイレの建設等を実
施し、ふるさと回帰のステージとして峰町青海の
里の段々畑を復活させる花畑スポットの整備を進
めます。
 
3．整える 【快適生活環境の拡大】 

　安心して結婚・出産・子育てができる環境を整
えるため、これまで同様、出逢いの場の設定から
結婚後の子育て期におけるふれあいの場やつなが
りの場を創設し、安心出産支援事業として、不
妊・不育治療を希望するご夫婦の経済的・精神的
負担の軽減を図り、子どもを産み育てやすい環境
づくりのための支援制度をスタートさせます。 
　エネルギー自立の島づくりとして、これまで林
地に残されてきた未利用材をエネルギー資源とし
て有効に活用するために ESCO（エスコ）事業に
よるバイオマスボイラーの導入を進め、併せて
「森林環境譲与税」を活用した施策拡大を進め
ます。
　令和元年の幼児教育・保育の無償化に伴い、本
市では、子育て世帯の負担軽減のため、3歳児か
ら5歳児の副食費も全額免除としたところですが、
現状、へき地保育所利用者との間で格差が生じて
いることから、早急に、その格差解消のための方
策について検討を進めます。 

4．健やか 【健康・福祉】 

　本年度は、対馬版地域包括ケアシステムの本格
稼働の目標年度に当たり、これまで、生活支援コ
ーディネーター事業、認知症総合支援事業、そし
て、認知症ケア向上研修事業などを着実に実施し
てまいりました。さらに市組織の各部署や外部団
体との連携を強化し、地域包括ケアシステム構築
に努めます。
　シルバー人材センターの全島拡大については、
活動拠点を厳原町、豊玉町、そして上対馬町に設
置いたしました。今後は、更なる会員の拡大とサ

ービス内容の充実を図りながら、元気高齢者の皆
様が生きがいをもって知識や技術を活かせる取り
組みとしてセンターの安定運営に努め、将来的に、
公益社団法人への移行を目指します。 
　高齢者の見守りについては、既存のサービスで
ある「食の自立支援事業」「シルバーホン設置事業」
「ちょこっとサービス事業」を有機的に提供・実
施できるよう検討し、見守り体制の充実を図りま
す。 また、健康維持には、コミュニケーションや
適度な運動が大切であると言われており、スクエ
アステップなど高齢者に適した健康スポーツ活動
も推進してまいります。 

5．育てる 【人づくり・教育の拡大】 
　都市部の人材を活用し、地域の活性化に必要な
施策の推進と、対馬市での定住・定着を促進する
ため、島おこし協働隊事業に取り組み、対馬独特
の地域おこし、課題解決に向けた取り組みの実績
を重ねてまいりました。その一方、島おこし協働
隊員の定住率の全国的平均が6割程度に対し、本
市は32％と低調であります。定住は、事業目的の
一つの柱でもあり、定住に向けた新たな仕組みづ
くりを検討しながら、島おこし協働隊事業を推進
してまいります。 
　ICT教育の拡充においては、本市では、中学校
生徒は一人一台、小学校は最大学年児童数分のタ
ブレット端末を全国に先駆けLTE方式により導入
したところで、教室での利用のみならず、自宅学
習、校外学習、修学旅行等でも活用しており、国
内でもトップクラスのICT先進市としての評価を
頂いたところでございます。くしくも、新型コロ
ナウイルス感染拡大により、全国的に学校の臨時
休業が行われたことで、タブレット端末導入の効
果を証明することとなりました。今後は、小学校
へのタブレット端末の追加導入を検討し、ICTを
活用した教育を推進してまいります。 

　対馬（しま）づくりの船頭として、市民の皆様
とともにOne Teamとなって協働して着実に実行
していくことが私の責務であります。 
　第2次対馬市総合計画に掲げる「若者でにぎわ
う希望の島」「地域経済が潤い続ける島」「支え合
いで自立した島」「自然と暮らしが共存した島」と
いう4つの将来像の実現と「自立と循環の宝の島 
つしま」を目指して、全身全霊をもって市政に取
り組んでまいりますので、ご協力を賜りますよう
心よりお願い申し上げます。 



採用試験

市役所インフォメーション

対馬市職員を募集します（令和3年4月1日採用）
第１次試験　9月20日（日）　申込受付期限　8月17日（月）
試 験 会 場　対馬会場：対馬市交流センター　　福岡会場：福岡県自治会館（福岡市博多区千代）
　　　　　　  ※消防吏員は対馬会場のみ

試験区分 職　種 採用予定人数 受　　験　　資　　格

高校卒業程度

若干名
保　育　士

（就職氷河期世代枠）

3人程度

若干名

若干名

若干名

保　健　師

若干名保　育　士

3人程度

5人程度

行　　　政

一 般 事 務
（学芸員）

資格免許職

大学卒業程度
平成6年4月2日以降に生まれた人で、令和3年3月末現在で大
学卒業以上の学歴を有する人

昭和56年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた人で、
令和3年3月末現在で保育士の資格を有する人

昭和50年4月2日から昭和61年4月1日までに生まれた人で、
令和３年３月末現在で保育士の資格を有する人

昭和60年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた人で、
令和3年3月末現在で保健師の資格を有する人

一 般 事 務
平成6年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人で、
令和3年3月末現在で高等学校卒業以上の学歴を有する人

昭和56年4月2日以降に生まれた人で、大学において美術ま
たは考古学を専攻し、令和3年3月末現在で博物館法第5条に
規定する学芸員の資格を有する人

一 般 事 務
（障害者枠）

下記の要件に全て該当する人
①昭和56年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人
②試験申込時点で、障害者基本法第2条に定める障害者で、障
害者手帳の交付を受けている人

③通勤が可能で、介護者なしで職務の遂行ができ、通常の勤
務時間（週38時間45分、1日7時間45分）に対応できる人

④通常の活字印刷文による出題および筆記による回答並びに
口述による面接試験に対応できる人

一 般 事 務
（社会人枠）

下記の要件に全て該当する人
①昭和60年4月2日から平成7年4月1日までに生まれた人で、
高等学校卒業以上の学歴を有する人

②社会人としての職務経験が令和3年3月末現在で通算して3
年以上ある人

問い合わせ　総務課　☎0920（53）6111

土　　　木
（就職氷河期世代枠）
建　　　築

（就職氷河期世代枠）

若干名土　　　木

若干名建　　　築

若干名

若干名

昭和56年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人で、
令和3年3月末現在で高等学校卒業以上の学歴を有する人

昭和50年4月2日から昭和61年4月1日までに生まれた人で、
高等学校卒業以上の学歴を有する人
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お知らせ

　ひとり親世帯を支援するため、給付金を支給します。詳細につきましては、対馬市ホームページをご覧
いただくか、こども未来課までお問い合わせください。

ひとり親世帯臨時特別給付金を支給します

問い合わせ　消防本部　総務課　☎0920（52）0119

試験区分 職　種 採用予定人数 受　　験　　資　　格

8人程度

消防吏員

（一　　般）

（救急救命士）

高校卒業程度

（一般）
①平成6年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人で、
高等学校卒業以上の学歴を有する人または令和3年3月末ま
でに卒業見込みの人

②男子：身長160cm以上、体重50kg以上
　女子：身長150cm以上、体重40kg以上
③両眼とも裸眼視力0.1以上で弁色力正常な人
④精神性疾患のない人
⑤2mの距離で低語が聴取できる人
⑥身体健常で、感染症または慢性疾患がなく、職務遂行に支
障のない身体状態である人

⑦採用後は、勤務署所から15km以内に居住できる人
⑧自動車運転免許（AT限定は除く。）を所持している人、ま
たは取得見込みの人

⑨採用後5年以内に自費で自動車中型免許を取得することがで
きる人

（救急救命士）
上記の受験資格を満たす人で、救急救命士法（平成3年法律第
36号）の規定による救急救命士の資格を有する人
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対　象　者

基本給付

追加給付

申請手続き 給　付　額

①令和2年6月分の児童扶養手当が支給さ
れる方

②公的年金等※1を受給しており、令和2年
6月分の児童扶養手当の支給が全額停止
される方※2

申請不要です。対象者には、7月下
旬に案内文書を送付します。

市役所窓口への申請手続きが必要
です。

1世帯5万円
第2子以降一人につき3万円

③新型コロナウイルス感染症の影響を受け
て家計が急変するなど、収入が児童扶養
手当を受給している方と同じ水準となっ
ている方

※1  遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2  既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養
      手当の支給が全部または一部停止されたと推測される方も対象

対　象　者 申請手続き 給　付　額

基本給付金対象の①または②に該当する方
のうち、新型コロナウイルス感染症の影響
を受けて家計が急変し、収入が減少した方

市役所窓口への申請手続きが必要
です。

1世帯5万円

※基本給付、追加給付ともに「家計が急変し収入が減少した方」には、生計同一である扶養義務者等を含みます。

申請期限　令和2年7月20日から令和3年2月26日まで
問い合わせ　こども未来課　☎0920（58）1117



　現在、使用いただいている保険証の有効期限は、令和2年7月31日までとなっていますので、新しい保険
証を7月中に送付します。記載内容を確認いただき大切にお使いください。（更新手続き不要）
　なお、保険料（税）を滞納していると、通常の保険証よりも有効期限の短い保険証が交付されることが
ありますので、保険料（税）の納付が困難な時は、お早めにご相談ください。

問い合わせ　【国民健康保険】　保険課　☎0920（58）1579
　　　　　【後期高齢者医療】保険課　☎0920（58）1579
　　　　　　　　　　　　　　長崎県後期高齢者医療広域連合　☎095（816）3930

　令和3年3月（予定）から、医療機関等の窓口に設置されたカードリーダーにマイナンバーカードをかざ
せば、健康保険証として利用できるようになります。
　就職や転職、引っ越し等において、保険証の切り替えを待たずに、オンラインで医療保険資格（社会保
険・国民健康保険・後期高齢者医療等）が確認できる（※）など様々なメリットがあります。
　マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナンバーカード取得後、マイナポータ
ルというアプリへの事前登録が必要となります。マイナンバーカードは申請後、到着までに一定の期間を
要しますのでお早めに申請いただきますようお願いいたします。
※オンラインで資格の確認を行うためには、これまでどおり保険者への加入・喪失等の届出が必要です。

問い合わせ
【マイナンバーカードの保険証利用に関すること】　保険課　☎0920（58）1579
【マイナンバーカードの申請に関すること】　　　　市民課　☎0920（53）6111

8月から国民健康保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証（保険証）が
新しくなります

【国民健康保険被保険者証】

【後期高齢者医療被保険者証】

○新しい保険証の色は「橙」です。
○75歳を迎えられる方は、75歳の誕生日当日
から対象者となりますので、誕生月の前月に
新しい保険証を送付します。

○新しい保険証の色は「緑」です。
○70歳から74歳までの方の保険証は「長崎県
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」と
なります。
○令和2年8月2日から令和3年7月1日の間に
70歳を迎えられる方は、有効期限が誕生日
の属する月末（1日生まれの方は前月末）ま
でとなっておりますので、有効期限を迎える
月末に、新しい保険証を送付します。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
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8月は児童扶養手当現況届と特別児童扶養手
当所得状況届の提出月です！

　児童扶養手当（または特別児童扶養手当）受給
者は「児童扶養手当現況届（または特別児童扶養
手当所得状況届）」の提出が必要です。
　提出がない場合、11月以降（特別児童扶養手
当は8月以降）の手当が受給できなくなる場合が
ありますのでご注意ください。
提出期間　児童扶養手当現況届
　　　　　8月3日（月）～8月31日（月）
　　　　　特別児童扶養手当所得状況届
　　　　　8月12日（水）～9月11日（金）
そ の 他　対象者には案内を送付します。

また、前年度は、全部支給停止であ
った方でも所得状況によっては支給停
止が解除されることもありますので、
提出されることをお勧めします。

問い合わせ　こども未来課　☎0920（58）1117

限度額適用認定証および限度額適用・標準負
担額減額認定証の更新時期です

　医療機関等の窓口に提示することで、支払い
（保険適用分）が自己負担限度額までになります。
また「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提
示することで、食事代も減額されます。
対　　象　後期高齢者医療保険被保険者で下記に

該当する方
限度額適用認定証
課税所得145万円以上690万円未
満（年金収入年額約370万円以上
1,160万円未満）の方
限度額適用・標準負担額減額認定証
住民税非課税世帯に属している方
（同一世帯の全員が住民税非課税の
場合）

申請方法　お近くの市役所担当窓口に、保険証お
よび印鑑を持参してください。

既に交付を受けている方
現在使用いただいている認定証の有効
期限は、令和2年7月31日までとなっ
ています。引き続き対象となる方には、
新しい認定証を保険証に同封して7月
中に送付します。（申請不要）

問い合わせ　保険課　☎0920（58）1579
　　　　　長崎県後期高齢者医療広域連合　
　　　　　　　　　☎095（816）3930

お知らせ

「長崎のイベントを満喫キャンペーン」を実
施します

　飛行機の利用促進を図るた
め、対馬⇄長崎線、対馬⇄福
岡線を対象に運賃の半額を助
成する搭乗体験キャンペーン
を実施します。
対象航空便　対馬⇄長崎、対馬⇄福岡の航空路線
実施期間　7月20日（月）～12月31日（木）
募集人数　ペアまたは家族単位で先着数組
応募締切　12月18日（金）必着
参加条件　①初めて搭乗される方が１名以上含

　まれていること
②アンケートにご協力いただける方

問い合わせ　長崎県空港活性化推進協議会対馬支部
（応募先）　事務局（政策企画課内）
　　　　　☎0920（53）6111

傷病手当金のお知らせです

対　　象　国民健康保険被保険者もしくは後期高
齢者医療保険被保険者で、給与等の支
払いを受けており、新型コロナウイル
ス感染症に感染した方または発熱等の
症状があり感染が疑われる方

支給要件　下記の要件にいずれも該当するとき
①療養のために働くことができないこ
　と
②4日以上仕事を休んでいること
③仕事を休んだ期間、給与等の支払い
　を受けていないこと

支 給 額　（直近の継続した3月間の給与収入の
合計額÷当該期間の就労日数）×
2/3×対象日数
※対象日数は、仕事を休んだ日数から、

　待機期間（療養のために連続して仕事

　を休んだ最初の3日間）を除いた日数

適用期間　令和2年1月1日から令和2年9月30日の
間で療養のため働くことができない期間

問い合わせ　保険課　☎0920（58）1579

飛行機に半
額で

乗れるよ!
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「空家の情報提供」にご協力ください

　適切に管理されていない空家や活用を希望する
空家などの情報をお待ちしております。
空家の例
○管理不全な空家や倒壊の恐れがある空家
○定住の促進に利用できる空家

所有者などは、周辺の生活環境に悪影響をお
よぼさないよう、空家の適切な管理をお願い
します。

問い合わせ　総務課地域安全防災室
　　　　　☎0920（53）6111

募　　集

対馬市人事異動
令和2年6月30日付　依願退職

氏　　名 旧　配　置

岩本 一也 教育委員会事務局　生涯学習課　係長
兼峰地区公民館　係長

令和2年7月6日付　異動
氏　　名 新　配　置

木寺 俊文 しまづくり推進部　政策企画課
課長兼緊急経済対策推進室長
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特別定額給付金の申請はお済みですか？

　特別定額給付金（市民１人につき10万円）の
申請期限は下記のとおりです。期限を過ぎると申
請することができませんので、お早めに申請いた
だきますようお願いします。
申請期限　8月18日（火）
※郵送での提出の場合、

　当日消印有効

問い合わせ　
総務課　
☎0920(53)6111

築城 守夫
健康づくり推進部　いきいき健康課
参事兼課長補佐兼しまづくり推進部政策企画課
緊急経済対策推進室参事兼課長補佐

小宮 嘉月
総務部　総務課　地域安全防災室
課長補佐兼しまづくり推進部政策企画課緊急経
済対策推進室課長補佐

築城 貴憲
農林水産部　農林・しいたけ課
副参事兼係長兼しまづくり推進部政策企画課緊
急経済対策推進室副参事兼係長

安重 武志 しまづくり推進部　しまの力創生課
主任兼政策企画課緊急経済対策推進室主任

糸瀬 富喜
観光交流商工部　観光商工課
主任兼しまづくり推進部政策企画課緊急経済対
策推進室主任

視野は地球規模、視点・行動は対馬から。
「対馬グローカル大学」の受講生を募集します

　対馬市では、将来の対馬を担う“人財”の育成の
ため「対馬グローカル※大学」を開校し、大学と
の連携でゆかりのある専門家や市内外の実践家を
講師に迎え、環境、社会、経済・ビジネス等幅広
く学ぶ機会を市民の皆さんに提供します。
対　　象　市民（高校生以上）、対馬出身の大学

生等
定　　員　20人程度
学習体系　オンラインによる講義、演習
コ ー ス　高校生コース、大学生コース、一般基

礎コース、一般専門コース、ビジネス
コース、Web講義聴講コース

受 講 料　無料。なお、受講に必要なパソコンな
どは各自ご用意ください。希望される
方にはウェブカメラやヘッドセットを
貸し出します。

受講期間　令和2年9月～令和3年3月
募集期間　7月15日～7月31日
申込方法　申し込み方法等、詳しくは以下URL

もしくはQRコードから対馬グローカ
ル大学のウェブサイトをご覧ください。

 　　　　　http://tsushimaglocal-u.com/
問い合わせ　しまの力創生課　☎0920（53）6111

※グローバルとローカルを合わせた語で、地球規模の
視野で課題解決を考え、地域の持続的な発展のため
に行動すること

ふるさと納税返礼品を募集します

　ふるさと納税制度による対馬市への寄付促進と
対馬市の魅力や地元特産品のPR、販売促進およ
び地元産業の活性化などの相乗効果を図るため、
対馬市へふるさと納税をされた方へ贈呈する返礼
品の提供事業者および返礼品を募集します。
　なお、今年度は返礼品カタログのリニューアル
を予定しておりますので、この機会に是非ご検討
ください。
募集期間　通年で受け付けています。
申請方法　応募書類に必要事項を記入のうえ、持

参または郵送により申請してください。
※応募書類については対馬市ホームペー

　ジから確認できます。

問い合わせ　しまの力創生課
（申請先）　☎0920（53）6111



文化財課
☎0920（54）2341対馬歴史人物伝

十
六
之
巻

対馬藩の改革に挑んだ
ま つ う ら け い せ ん

次回は、ロシア船に立ち向かった「吉野数之助・松村安五郎」を紹介します。

 ～郷土をつくった人々～ わがまち再発
見

松浦桂川
（1737‐1792年）

　江戸時代の中頃になると、朝鮮貿易による収入が
減少し、対馬藩の財政は悪化しました。松浦桂川は、
その改革を図った人物の一人です。
　桂川は、朝鮮外交に活躍した雨森芳洲の実孫で、
同じく朝鮮外交に活躍した松浦霞沼の孫（芳洲の次
男龍岡が霞沼の養子となり、桂川は龍岡の長男とし
て生まれる）でもありました。
　藩へ出仕して、朝鮮との交渉を担当するようにな
ると、木綿の輸入量を減らし、代わって米の輸入量
を増やすよう交渉し、これを実現させました。また、
幕府に対しては、対馬藩が担っている国防の重要性を説き、経費の一部を幕府が負担するべきだとす
る策を唱えるなど、財政再建に向けた収入の確保に努めました。
　この実績が評価され、江戸家老へ抜擢されますが、藩主の跡目争いに巻き込まれてしまいます。桂
川は、自身を江戸家老に抜擢した前藩主宗義蕃から義蕃の息子が跡継ぎとなるよう幕府へ働き掛けよ
と命じられますが、現藩主義暢の息子が跡継ぎとなるよう交渉したのです。
　抜擢された恩ではなく、現藩主への忠義を選んだ桂川でしたが、流罪先の牢屋前には、そうした清
廉潔白な桂川から教えを請おうと、多くの人が列をなしたと伝えられています。

　日本国内での新型コロナウイルスの感染拡大もだいぶ落ち着き、日常を取り戻しつつあります
が、第2波が懸念される今、油断は禁物ですね！日常生活の中でできる感染症対策を徹底し続けま
しょう！

あめのもり ほうしゅう

まつうら

りゅうこう

よしあり

よしなが

かしょう
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雨森芳洲 松浦霞沼

雨森龍岡 松浦龍岡

松浦桂川（松浦桂川関連系図）

市指定史跡：松浦桂川墓及び碑
（上県町瀬田・宝蔵寺）

○마스크를 합시다

○손을 자주 씻읍시다

○사회적 거리두기를 실천합시다

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
　　　　　　

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。

＜感染症予防に関する表現＞

マスクをつけましょう

こまめに手洗いをしましょう

ソーシャルディスタンスを保ちましょう

マスクルル　ハプシダ

ソヌル　チャジュ　シスプシダ

サフェジョッ　コリトゥギルル　シルチョンハプシダ 対馬市国際交流員

李　賢朱
イ・ヒョンジュ



けあい通信すた
Vol.33 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↑

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。

　今月は「南部ふれあい若葉会」の取り組みをご紹介します。
「南部ふれあい若葉会」とは、上県町の鹿見・久原・女連地区
において、茶話会や脳トレ、簡単なゲームなどを行っているサ
ロン活動グループです。
　昭和62年から今年の3月までの32年間、65歳以上のひとり
暮らしの方を対象として、月に1回、ボランティアスタッフに
よる食事会が「南部ふれあい教室」として行われていました。
それまでは、スタッフによる手料理が振舞われていましたが、
若い世代の加入がないことなどからスタッフの負担が大きくな
っていました。そこで、対象を65歳以上のひとり暮らしの方
と限定せずに「誰もが無理なく参加でき、みんなで楽しいひと
ときを過ごす」活動に生まれ変わりました。
　活動は、何かをするために集まるのではなく「集まること」
を目的としており、みんなが揃うと自然とやりたいことが決ま
っていきます。現在、約15人で活動しており、これからまた、
声掛けをしながら、参加者を募っていくそうです。今後の活動
が楽しみです。
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よ し は ら 　 と も こ

　学生時代に対馬に来島し
たことがきっかけで、対馬
で働きたいと考えるように
なりました。馬が好きです
が、それ以上に温かく接し
てくださる対馬の人々が大
好きです。大好きな島の
方々に馬が与えてくれる楽
しさとメリットを伝えてい
けるよう尽力し、対州馬を
介した地域コミュニティ活
性化を目指します。

名　　　前：
着　任　日：令和2年5月1日
ミッション：コミュニティ支援担当（北部担当）
所　　　属：しまづくり推進部　しまの力創生課
　　　　　（※勤務：上対馬振興部地域振興課）

コミュニティ支援担当：各行政区、地域団体
等の活動支援や地域と行政の「パイプ役」を
担い、対馬のコミュニティ社会の維持と強化
を図ります。

令和2年5月から6月にかけて着任した隊員を紹介します

吉原 知子

　前職は自衛官で、そこで
国境離島の振興の大切さを
知り、農業や漁業などの一
次産業に関わりたいと思い
ました。その思いが日増し
に強くなり、退職して対馬
市に移住する決断をしまし
た。私自身、移住者ですの
で移住者の皆さんに寄り添
いながら、さまざまな支援
ができればと考えており
ます。

か わ ぐ ち 　 さ と し

名　　　前：
着　任　日：令和2年6月1日
ミッション：しまぐらしコーディネーター
所　　　属：しまづくり推進部　しまの力創生課内
　　　　　　しまぐらし応援室

しまぐらしコーディネーター：自らの移住経
験等を活かし、移住希望者への情報発信・さ
まざまなサポートをしまぐらし応援室の一員
として担います。

川口 智史

レクリエーションで交流



ルシア・ベルリン/著
 岸本 佐知子/訳

つしま図書館
☎0920（52）3900

　ひたすら死を考える
掃除婦、アルコール依
存症のシングルマザー。
著者ルシア・ベルリン
の人生に根ざし、魂か
らのむきだしの言葉で
紡ぎ出された、24編
の短編集。

　著者の体験に基づいた、
ケアとセラピーについて
の学術書。事実に基づき
ながらも、語り口は軽く、
まるで小説かエッセイを
読んでいるような読みや
すさが魅力の1冊。

はしもと えつよ/著・画

　めんたいこたちの持つ
大きな夢。それは、目の
前に現れた大きな白めし
山にのぼること！しかし
頂上にはたくあんブラザ
ーズが待ち構えていた。
めんたいこたちはどうな
っちゃうの？

村上 淳子/著
下平 けーすけ/画

　引きこもっていた勇
一は、お父さんの親友
で山に住む賢おじさん
の家へ行くことに。賢
おじさんや、山の学校、
自然から多くのことを
学び、強く成長した勇
一だったが･･･？

日 月 火 水 木 金 土
8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
31

一
般
書

児
童
書

7月31日は、市税・国保税
2期の納期限です。

税務課

29日（水）・30日（木）・31日（金）
各振興部・行政サービスセンター
30日（木）・31日（金）

税務課夜間窓口
問い合わせ
税務課　☎0920（53）6111

7
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

　7月18日（土）より、リサイクル雑誌の提供をします。
　ぜひご活用ください。

東畑 開人/著

掃除婦のための
手引き書

居るのはつらいよ めんたいこ どりーむ ぼくと賢おじさんと
山の学校

新刊 新刊新刊 新刊

比田勝～博多航路の混乗便は、
7月31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、8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
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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
国民年金保険料免除等の申請について
　保険料が納め忘れの状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の事態が
発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
　令和2年度分（令和2年7月分から令和3年6月分まで）の免除等の受付
がこの7月から始まっています。経済的な理由等で国民年金保険料を納付
することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免
除制度」や「納付猶予制度（50歳未満）」がありますので、市役所市民課
年金窓口で手続きをしてください。
　また、申請時点の2年1か月前の月分までさかのぼって申請することが
できますので、失業等により保険料を納付することが経済的に困難になっ
たものの、申請を忘れていた期間がある方は、市役所市民課年金窓口また
は年金事務所へご相談ください。

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

【消費者へのアドバイス】売買契約は成立していないので、代金を支
払う義務はありません。商品の送付があった日から、使用せずに保管
し、14日間を経過した時は、商品を自由に処分しても構いません。ま
た、事業者に連絡する必要もありません。その後の事業者による商品
の引取りに応じる必要もありません。

　事前に勧誘の電話などがなく、一方的に商品を送り付けて代金の支払いを請求する手口を「送り付け
商法（ネガティブオプション）」といいます。通販サイトなどでマスクを購入した時は、同居している
家族に必ず伝えるようにしましょう。新型コロナウイルスの感染拡大に便乗した悪質商法にご注意くだ
さい。困った時は対馬市消費生活相談所にご相談ください。

【相談事例】自宅のポストに不織布
マスク30枚が宅急便で届いた。家族
も全く心当たりがない。請求書は入
っていないが、どうしたらいいか。

身に覚えのないマスクの送り付けにご注意ください!!

○と　き　8月19日（水） 14：00～17：00

　ところ　対馬市役所豊玉庁舎

○と　き　8月20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　8月14日（金）
★予約先　☎095（861）1387

広報つしま18
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じょうほうぼっくす

お知らせ

　子どもが学校や仕事に行かず、家にひきこも
っている、ひきこもっている子どもへの対応が
分からないなど不登校やひきこもりのご家族の
ことで悩んでいませんか？
　ご家族同士がご自身の悩みを
語り合い、家族としてどのよう
に理解し、どのように支えてい
ったらよいか、一緒に考えてみ
ましょう。
　話されるのが苦手な方は、他のご家族のお話
を聞かれるだけでもかまいません。お気軽に対
馬保健所へお問い合わせください。

●と　　き　8月5日（水） 14：00～16：00

●と こ ろ　豊玉文化会館1階　研修室

●対　　象　不登校・ひきこもりの方のご家族

●内　　容　1.家族のつどいに関するミニ講話
　　　　　　2.悩みや体験談を語り合い

●申込方法　事前に対馬保健所へご連絡ください。

●問い合わせ　ひきこもり地域支援センター
　　　　　　（対馬保健所 企画保健課）
　　　　　　☎0920（52）0166

第1回ひきこもり家族懇話会・講演会を開催
します

　ツマアカスズメバチを効率的に防除するため
に生息場所等を把握する調査と駆除を行ってい
ます。
　見かけても触れないようご協力をお願いします。

●と　　き　令和3年1月頃まで

●と こ ろ　対馬市内の道路沿いなど

●方　　法　食品原料を混ぜた液で
スズメバチを誘引し、
捕獲します。
※ツマアカ女王バチ
駆除大作戦で使用
しているトラップ
と同様です。

●発 注 者　環境省九州地方環境事務所野生生物課
☎096（322）2413

●問い合わせ　（一財）自然環境研究センター
　（請負者）　☎03（6659）6310（代表）

スズメバチの調査をしています

　様々な事情で親と離れて暮らさなければなら
ない子どもを家族の一員として迎え入れ、深い
愛情と理解をもって育ててくださる方を里親と
いいます。
　現在、社会的な養護を必要とする子どもは県
内に450人以上いますが、里親家庭で暮らして
いるのは70人程度です。
　多くの子どもたちが家庭的な環境で暮らせる
よう、里親制度を推進するための講座で、制度
の説明や里親体験談などを聞くことができます。

●と　　き　8月5日（水） 14：00～15：00

●と こ ろ　対馬市交流センター3階
　　　　　　第1・2会議室
●問い合わせ
　長崎県里親育成センター「すくすく」
　☎0957（53）7343
　対馬市こども未来課
　☎0920（58）1117

里親制度説明会「里親出前講座」を開催します

　今年度は6月1日（月）から8月31日（月）までが
労働保険（労災保険・雇用保険）の年度更新期間と
なっております。
　事業主の皆様におかれましては、期間内の申
告・納付をお願いします。
　なお、申告・相談も窓口で受付しております
ので、お気軽にご来署ください。

●問い合わせ　対馬労働基準監督署
　　　　　　☎0920（52）0234　

労働保険年度更新はお済みですか？

　法務局で自筆証書遺言書を保管する「自筆証
書遺言書保管制度」が始まりました。
　この制度を利用することで、あなたの大切な
自筆証書遺言書の紛失や改ざんを防止すること
ができます。
　ご利用に際しては、事前予約および手数料が
必要となります。詳しくは法務省ホームページ
をご覧いただくか、下記までお問い合わせくだ
さい。

●問い合わせ　長崎地方法務局対馬支局
　　　　　　☎0920（52）6463

自筆証書遺言書保管制度
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第3次対馬市男女共同参画計画（平成29年度～5年間）キャッチコピー

○相手との違いを「認めあい」
○苦労や痛みを　「分かちあい」

○それぞれの個性を「活かしあい」
○それぞれの思いを「語りあい」
対馬市男女共同参画推進懇話会

愛（あい）でつくろう！
みんなが輝く対馬
愛（あい）でつくろう！
みんなが輝く対馬

交通安全協会へのご理解・ご協力を！
　交通安全協会は、地域から交通事故をなくし、
明るい社会を作り上げるために組織された団体で
す。毎年、入学児童にランドセルカバー及び反射材
を、幼稚園児や保育園児には、信号ワッペンを贈
呈するとともに、通学時の街頭指導など
交通事故防止の活動を行っています。

（一社）対馬地区交通安全協会　☎0920（52）5541
対馬北地区交通安全協会　☎0920（84）2905

問い合わせ

運転免許証取得者の
任意のご加入をお願
いします。

●第１次試験日　9月27日（日）

●申込期間
　インターネット 7月21日（火）～7月30日（木）
　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

●受験資格
　警備官
（1）令和2年4月1日において、高等学校または

中等教育学校を卒業した日の翌日から起算
して5年を経過していない者および令和3
年3月までに高等学校または中等教育学校
を卒業見込みの者

（2）人事院が（1）に掲げる者に準ずると認める者

　警備官（社会人）
昭和55年4月2日以降に生まれた者
※上記（1）に規定する期間が経過した者および人事院
が当該者に準ずると認める者に限る

●問い合わせ　福岡出入国在留管理局
　　　　　　☎092（717）5420

入国警備官

耳の後ろに

白い
斑点があります。

皆さんからの目撃情報をもとに、ツシマヤマネコの
交通事故対策に取り組んでいます。

自衛官候補生（男子・女子）

●採用試験日　申込者に通知 ※夏期試験は9月18日（金）

●試験会場　美津島文化会館 ※夏期試験のみ

●申込期間　通年 ※夏期試験は9月10日（木）まで

●受験資格　令和3年4月1日現在で18歳以上33
歳未満の方

一般曹候補生

●採用試験日　9月19日（土）

●試験会場　美津島文化会館

●申込期限　9月10日（木）

●受験資格　令和3年4月1日現在で18歳以上33
歳未満の方

航空学生

●採用試験日　9月22日（火）

●試験会場　美津島文化会館

●申込期限　9月10日（木）

●受験資格　令和3年4月1日現在、18歳以上で航
空は21歳未満、海上は23歳未満の
高卒（見込み）の方

●問い合わせ　自衛隊長崎地方協力本部
　　　　　　対馬駐在員事務所
　　　　　　☎0920（52）0908

募集

自衛官

ハローワークが再就職のお手伝い！！

●と　　き　8月7日（金）・28日（金）
　　　　　　10：30～15：30

●と こ ろ　上県行政サービスセンター

●問い合わせ（予約先）
　ハローワークつしま
　職業紹介部門
　☎0920（52）8609

ハローワーク in 上対馬 相談無料・要予約

相談会

愛（あい）でつくろう！
みんなが輝く対馬
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峰学校給食共同調理場　☎0920（82）0285問い合わせ

学校給食からこんにちは！！   毎月19日は、
食育・地産地消の日

　峰町の学校では、児童・
生徒が郷土料理や地場産
品を取り入れた給食献立
を考えたり、玉ねぎやえん
どう豆の皮をむいて給食作
りのお手伝いをしたりして
います。

材料（４人分）目安 作り方

メニュー  対馬のかきあげ

① 材料をせん切り、拍子切りに切る。

② 材料に米粉をまぶす。

③ 揚げ衣を作る。

④ 材料に揚げ衣を合わせ、かき揚げ
にする。

エネルギー・・・・・
たんぱく質・・・・・・・・
カルシウム・・・・・・・・
食物繊維・・・・・・・・・・

190 kcal
7.0ｇ
 25mg
2.0ｇ

対馬の貝柱や
さつまいもを使って作る
“対馬のかきあげ ”です。

貝柱・・・・・・・・・・・
ごぼう・・・・・・・・・・
にんじん・・・・・・・・
さつまいも・・・・・・
ピーマン・・・・・・・・
米粉・・・・・・・・・・・・
　　小麦粉・・・・・・
　　卵・・・・・・・・・
　　塩・・・・・・・・・・
　　さとう・・・・・・・
　　水・・・・・・・・・・
揚げ油・・・・・・・・・・

100 ｇ
70 ｇ
40 ｇ
80 ｇ
40 ｇ
15 ｇ
40 ｇ
1/2個
少々
少々
適量
適量

揚
げ
衣

対馬のかきあげ対馬のかきあげ

すみそあえすみそあえ

魚そうめん汁魚そうめん汁
峰米のごはん峰米のごはん

牛乳牛乳

1人分の栄養価

今年度も、地元の
生産者に協力していただきながら、
地場産品をたくさん取り入れた
“地元愛あふれる学校給食”を

届けています。

ブログ
『対馬市福岡事務所レポート』
http://tsjfuk.exblog.jp/

し
ま
ひ
こ

初
村
　
舞

〒812-0021
福岡市博多区築港本町1-1  よりあい処つしま3階
☎092（292）7030　FAX092（292）8786

対馬市福岡事務所レポート広報つしま版
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Vol.15

～福岡で活躍する対馬ゆかりの方々を紹介します～
わたし、対馬応援隊です！

レ
ポ
ー
ト

故郷への思い ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

　ご縁があって、これまで博多駅前で開催されていた対馬観光物産ＰＲ展で総合司
会を務めさせてもらいました。その中で、来場者の方からよく言われるのが『対馬
は知ってるけど行ったことがないから行ってみたいんです。』という言葉でした。
　若い頃は『当たり前』と思っていた対馬の自然、綺麗な海、新鮮な海の幸山の幸、
そして対馬島民の皆さんのあふれんばかりのおもてなしの心。そのひとつひとつが
『特別（スペシャル）なもの』だと思っています。離れて分かる対馬の魅力、偉大
さを、年を重ねれば重ねるほど私自身も今ひしひしと感じています。少しでも多く
の方にスペシャルな対馬の世界に触れていただき「行ってみたい」から『行って良
かったよ』と言ってもらえるよう私も対馬市応援団のひとりとして、これからも対
馬の魅力発信を頑張ります！

対馬での思い出 ● ● ● ● ●

　私自身は佐須奈で育ちました
が、父の実家は上県町田ノ浜で
農業を営んでいました。幼い頃、
週末のたびに父と一緒に田の浜
で田植えしたり、椎茸のコマ打
ちをしたりするのが楽しみでし
た。特に父の運転するオープン
カーならぬ、テーラー（耕運
機）の荷台に乗ってのドライ
ブ？！は、最高に気持ちが良か
ったのを覚えています（笑）

松﨑 鉄也さん（48歳）

　佐須奈小中学校、上対馬高校卒業。大
阪の大学へ進み卒業後は塗料メーカーの
営業、旅行添乗員、ウエディングプラン
ナー、MCと多岐に渡る職業を経験。
　現在はウエディングプロデュース、イ
ベントプロデュース、MC等フリーラン
スとして活動中。

福岡市西区在住　上県町佐須奈出身
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（敬称略）

住　所 （ 年齢 ）氏　名 住　所 （ 年齢 ）氏　名

（89歳）

（100歳）

（99歳）

（87歳）

（84歳）

（89歳）

（89歳）

（84歳）

（80歳）

（83歳）

（69歳）

大　浦　大浦　成章

　豊　　武末美枝子

西　泊　犬束　　通

比田勝　脇本　　淑

比田勝　武本　哲勇

網　代　橋本　時男

浜久須　横田　鶴代

　琴　　井川　才藏

小　鹿　原　　菊枝

　湊　　小宮　千代

鹿　見　上野　正人

（102歳）

（87歳）

（62歳）

（96歳）

（96歳）

（65歳）

（76歳）

（90歳）

（66歳）

（73歳）

（95歳）

佐　賀　双須シズエ

志多賀　阿比留モトエ

仁　位　佐藤　朋彦

大　綱　佐伯　光枝

日　向　大浦　　典

根　緒　有江　由紀

昼ヶ浦　三島　芳江

玉　調　田中　静子

小　浦　豊田　米幸

宮　谷　桟原　規江

大手橋　月見ミツヱ

（81歳）

（102歳）

（98歳）

（89歳）

（95歳）

（86歳）

（83歳）

（91歳）

（88歳）

22 広報つしま

市　全　体人口・世帯数

火災発生情報安全運転で、事故のない対馬を目指しましょう!!交通事故情報

本年（昨年比）発生件数

本年（昨年比）死 者 数

本年（昨年比）負傷者数

本年（昨年比）

その火事を
防ぐあなたに
金メダル

6（　　）

1（　　）

5（　　）

7

1

-10

2（　　）

0（　　）

3（　　）

-1

-2

1

8（　　）

1（　　）

8（　　）

6

-1

-9

3（　　）-8

南署管内 北署管内 市全体区　　分 発 生 件 数

数
字
で
み
る
対
馬
市
（
令
和
２
年
６
月
30
日
現
在
）

男

女

合　計

世 帯 数

出　生

転　出 死　亡

転　入

14,699 人

14,971 人

29,670人

14,872 世帯

18 人

67人 31 人

43 人

久　田　小島富三代

阿　連　大戝美代子

阿　連　上野　春枝

小茂田　根メ　トミ

上　槻　勝山　繁子

久根田舎　綱﨑　吉郎

久根田舎　内山　美津

久根浜　 村　忠雄

久根浜　小島　　進

辞令交付式（島おこし協働隊）

対馬農林業振興協議会代表者会

長崎県共同募金会対馬市支会運営委員会

離島振興協議　　　　　　　  （長崎市）

緊急スクラムミーティング 　 （長崎市）

高校三校大会

感染症対策マスク・寄附金寄贈式
（対馬ロータリークラブ）

対馬市中学校体育大会球技・武道大会

●1日

●3日

●4日

●6日

●11日

●13～14日

令和2年第2回対馬市議会定例会

長崎県漁港漁場協会定時総会（長崎市）

対馬市わがまち元気創出支援事業市民
特認事業審査会

白寿お祝い

定例記者発表

辞令交付式

●16～26日

●18日

●28日

●29日

●30日



８月の特別診療案内
特別診療のうち、長崎大学・国立病院長崎医療センター
等応援につきましては、飛行機の欠航や予定変更により
診療を中止・変更することがありますので、事前に
確認くださいますようお願いします。

長崎県対馬病院 ☎0920（54）7111

232020. 7

　対馬市社会福祉協議会では、法律に関する
相談会を開催しています。料金は無料です。
　お気軽にご利用ください。

※法律相談を希望される方は、必ず事前（前日の
　16：00まで）に予約をお願いします。

プライバシー・相談内容・秘密は
固く守られますので、安心して
ご相談ください。

無料法律相談日程のご案内

問い合わせ（予約先）

対馬市社会福祉協議会 ☎0920（58）1432

と　き ところ ／ 担  当

峰町保健福祉センター

（木） 法テラス対馬法律事務所

13：00～

16：00

上対馬町地域福祉センター

（木） 対馬ひまわり基金法律事務所

対馬市総合福祉保健センター（美津島）

（木）

8月6日

8月20日

8月27日
対馬ひまわり基金法律事務所

長崎県上対馬病院 ☎0920（86）4321
診 療 科 目 診 療 日

5・19・26

4・18

18・26

6・20

14

12

14

4・5

6・13・20・27

4・11・18・25

6・13・20・27

眼　　　　科

耳鼻咽喉科

整 形 外 科

泌 尿 器 科

循環器内科

神 経 内 科

脳神経外科

精　神　科

外 　 　 科

小　児　科

産 婦 人 科

診 療 科 目 診 療 日診 療 科 目 診 療 日

◆新型コロナウイルスの影響により、中止になる場合がございます。

☆予約制となります（受診歴がない希望の患者様は、総合外来を
　受診し相談ください）。

◎腫瘍外来の受付時間は13：00～15：00となっております。

（原三信病院）
☆ 泌 尿 器 科

（九州大学病院）
泌　尿　器　科

（福岡大学病院）
糖 尿 病 外 来

（九州大学病院）
☆　皮　膚　科

（長崎大学病院）
☆　皮　膚　科

（井口　創）
循　環　器　科

（大塚寛朗）
☆脳神経内科

（長崎大学病院）
☆脳神経内科

（永尾修二）
乳　腺　外　来

（長崎大学病院）
耳 鼻 咽 喉 科

（福岡大学病院）
耳 鼻 咽 喉 科

（九州大学病院）
眼　　　　　科

（長崎大学病院）
☆ 肝 臓 外 来

（長崎医療センター）
☆リウマチ外来

（大塚寛朗・八坂貴宏）

もの忘れ外来・相談
（家族のみでも可）

（山口圭祐）
循　環　器　科

5・19

5・19

3・17・24・31

5・12・19・26

6・7・20・21

12・26

11

6・13・20・27

21

28

（長崎医療センター）
☆　脳　外　科

21

14

5・19

5・6・12・13・19・20・26・27

3・4・17・18・31

6・13・20・27

5・12・19・26
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対馬市ホームページには
こちらからアクセス

お誕生日おめでとう・地域行事などの取材を募集しています。
●問い合わせ・応募先　広報業務受託業者「合資会社厳原印刷所　広報担当」まで
　　　　　　　　　　　〒817-0012  対馬市厳原町日吉301　☎0920（52）0665
　　　　　　　　　　　Mail  izuin21-r@apricot.ocn.ne. jp　

募  集

　新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う、ゴールデンウィーク期間中の帰省自粛ご協力に感謝を込めて、
対象期間中、対馬に帰省された方皆様に対馬特産品詰め合わせ（5,000円相当）をプレゼントします。

おかえり！またこんね！！キャンペーン （対馬市帰省客特典事業）

問い合わせ　観光商工課　☎0920（53）6111

対　象　者

応 募 期 間

7月22日（水）から9月30日（水）の間に帰省した対馬出身者本人と配偶者、子（小学
校卒業以上の方）それぞれが対象です。なお、申請は1人1回までです。

応 募 方 法 WEB申請　※専用のWEBサイトが完成次第、対馬市ホームページにリンクを公開します。　　　　　※帰省時に対馬の親族と一緒に撮影した写真のアップロードが必要となります。

8月1日（土）から10月31日（土）まで

2020年8月●日

WEB申請
帰省

帰省者（申請者）

産品の進呈

申請

写真撮影
（撮影日が分かるように  
　　カレンダーなどを写す）  

入力後
選択可能

WEB
申請に係る
必要事項の入力
各種同意

WEB
商品カタログ

いっつもにこにこ笑顔で元気いっ
ぱいの介　 1歳のお誕生日お
めでとう　 パパとママのところ
に産まれてきてくれてありが
とう　 歩き回るようになって
いろんなところいけるように
なったね！これからもたくさ
んお出かけして思い出いっ
ぱい作ろうね　 パパ・ママより

お誕生日おめでとう！！
口が達者でなんでも
すぐ吸収してだんだん
お兄ちゃんになって
きたね　これからも
そのままの陽向で
成長してね！

掲載をご希望の方は、下記問い合わせ先へ
お誕生日の前月25日までにご応募ください。

 ７月  

生まれ

お誕生日  
おめでとう
お誕生日  
おめでとう

今月お誕生日を迎える
子どもたちを紹介します!!

ご注意ください
●申し込み多数の場合は、先着順（初め
ての方優先）とさせていただきます。
　あらかじめご了承ください。

●できるだけ頭や体（胸より上）が切れ
ていない写真をご用意ください。

●メッセージは50文字程度でお考えく
ださい。

冨重 怜那ちゃん冨重 怜那ちゃん

とみしげ     れ  なとみしげ     れ  な

7/4生まれ（2歳）上対馬町7/4生まれ（2歳）上対馬町
永留 滉大くん永留 滉大くん

ながどめ　  こうたながどめ　  こうた

7/25生まれ（2歳）峰町7/25生まれ（2歳）峰町

権藤 陽向くん権藤 陽向くん

ごんどう     ひなたごんどう     ひなた

7/18生まれ（3歳）厳原町7/18生まれ（3歳）厳原町

奥村  介くん奥村  介くん

おくむら　  かいおくむら　  かい

7/30生まれ（1歳）厳原町7/30生まれ（1歳）厳原町

2歳のお誕生日
  おめでとう  
おもいっきり
遊んで食べて
大きくなってね

いつも元気で笑顔が
可愛いれなちゃん
お兄ちゃんが大好
きなれなちゃん
これからも元気に
すくすく育ってね

7/11生まれ（2歳）美津島町7/11生まれ（2歳）美津島町

2歳のお誕生日おめで
とう！！元気でわんぱく
な琉心　たくさんお
喋りできるようになっ
たね　これからも
いっぱい笑って、毎日
楽しく過ごそうね

森田 琉心くん森田 琉心くん

もりた　りゅうしんもりた　りゅうしん

7/11生まれ（2歳）美津島町7/11生まれ（2歳）美津島町

7/18生まれ（1歳）美津島町7/18生まれ（1歳）美津島町

1歳のお誕生日
　  おめでとう　
これからも元気いっ
ぱい遊んですくすく
大きくなってね！

7/18生まれ（4歳）美津島町7/18生まれ（4歳）美津島町

つきちゃん、４歳のお誕生日お
めでとう！！　いろんな事がで
きるようになったね！いつも
おてんばで、なーちゃんとよ
くけんかもするけど、いつ
も一緒に遊んでくれてあ
りがとう　これからもすく
すく大きくなってね！！　
　　　　　パパ、ママより

神宮 月陽ちゃん神宮 月陽ちゃん

しんぐ      つきひしんぐ      つきひ

7/18生まれ（4歳）美津島町7/18生まれ（4歳）美津島町

7/18生まれ（1歳）美津島町7/18生まれ（1歳）美津島町
縫田 結璃ちゃん縫田 結璃ちゃん

ぬいた       ゆうりぬいた       ゆうり

この夏、お得な帰省は？ 九州郵船での５人以上の利用 ➡「対馬市航路利用グループ」で検索
対馬での宿泊・体験がセット ➡「ながさき旅ネット」で検索


