
文化財課
☎0920（54）2341対馬歴史人物伝
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之
巻

対馬初！大相撲の大関に昇りつめた男
つ し ま な だ や き ち

次回は、対馬の農林業に力を尽くした「大石阿吉」を紹介します。

 ～郷土をつくった人々～ わがまち再発
見

對馬洋 弥吉
（1887‐1933年）

　對馬洋弥吉（本名：川上弥吉）は、対馬で初めて大相撲の大関に
なった人物です。明治20（1887）年に旧下県郡久和村（厳原町久
和）で生まれました。20歳になり兵役で対馬要塞砲兵大隊に入隊し
ましたが、当時の師団長から体格の良さを理由に力士になることを
勧められ除隊し、明治41（1908）年に出羽ノ海部屋に入門しまし
た。入門時の對馬洋は身長190cm、体重105kgの体型で、当時の男
性平均が身長160cm、体重50kgであったことから、對馬洋がどれ
だけの巨漢であったかがうかがえます。
　對馬洋は大正5（1916）年に関脇に、その3年後には大関に昇進
します。昇進の際には、半井桃水の計らいで祝宴が行われており、
現在でも出席を促すために同郷先輩に送った桃水の自筆書状が残っています。その後、對馬洋は場所
中の負傷により2場所で大関の地位を去り、大正11（1922）年に引退しました。引退後は対馬へ帰
郷し、農業や酒屋などを経営しながら余生を送りました。

◆환절기 건강 조심하세요. 

◆기온차가 심하네요. 

 ◆따뜻하게 다니세요.

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。＜季節の変わり目に関する韓国語＞

 肌寒い時期になりましたね。韓国では季節の変わり目のことを変節期「환절기/

ファンチョルギ」と言います。免疫力が落ちたり、風邪「감기/(カムギ)」をひき

やすくなるので体調管理がとても大事な時期です。気をつけましょう！

季節の変わり目には健康に
気をつけてください。

気温差が激しいですね。

暖かくして過ごしてください。

ファンチョルギ コンガン チョシマセヨ

キオンチャガ シマネヨ

タトゥッタゲ タニセヨ

なからいとうすい

おおいし  あ  きち

対馬市国際交流員

李　庚津
イ・キョンジン

往年の對馬洋
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けあい通信すた
Vol.37 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Vol.10

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↑

か け ざ わ 　 あ き ひ ろ

今回は、生物多様性保全担当　掛澤 明弘 隊員の活動を紹介します。

　現在、対馬では増えすぎたシカの食害により、多くの植物種が姿を消しつつあり、希少種や固
有種に限らず、以前はどこにでも生えている雑草として扱われていたような植物でさえ姿を消し
つつある状況です。
　そこで、掛澤隊員は、植物相の保全策構築に向けて、まずは島内で植物の生育状況を調査し、
保全が必要な種の選定や分布域の把握等を進めるとともに、緊急的な対策が必要な種については、
防鹿柵で囲った保護区を設置するなどの取り組みを行っています。

スクエアステップマットを活用した
レクリエーション

　今月は、美津島町根緒地区の「ねおしゃべらんね会～アジュマ（おばちゃん）倶楽部※」の取り組みをご紹
介します。
　根緒地区では、お散歩グループの女性陣が発起し、定期的に集まりの機会を設け元気に楽しく過ごすことを
目的にサロンを立ち上げました。新型コロナウイルスの感染が懸念される中で、サロンをスタートすることに
葛藤もあったようです。しかし、家に閉じこもってフレイル（心身が弱った）状態になることを防ぐことも大
切と考え、2か月に1回、約8人が生活館に集まり、お茶会や健康体操等、参加者が無理なく参加できる内容
で活動することにしました。今年度は、感染予防の観点から少人数での活動にとどまっていますが、ゆくゆく
は希望者を募り、季節ごとのイベントも企画するなど、忙しい日常の中での楽しみの場になればと意欲的に取
り組んでいます。
※“アジュマ”は韓国語で“おばちゃん”という意味で、“賑やかな活気に満ちたサロン”にしていきたいとの思いが込められ

　ています。なお、参加者は“おばちゃん”に限定したものではなく、男性も参加しています。

　みんなで元気に運動したり食事を摂
ることで、人との交流や繋がりができ、
健康づくりにもなっています。コロナ
禍ではありますが、繋がり続けること
が大切です。新型コロナウイルスに負
けない取り組みを『できる範囲』で一
緒に考えていきましょう。 生活支援

コーディネーター

　対馬に移住してちょうど1年が経ちました。季節が
一巡りし、この島に生きる動植物の生き様がつかめ
てきて面白さが増してきたところです。名前や特徴
を憶えてみると、私たちが実に多くの植物に囲まれ
ていることに気づかされます。
　対馬で見られる植物のすべてがオウゴンオニユリ
のようにゴージャスな花を咲かせるわけではありま
せんが、時には足を止めて、季節の移り変わりを教
えてくれる花を楽しんでみてはいかがでしょうか。
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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

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】
　各サイト内にある「利用ガイド（利用案内）、ヘルプ、よくある質問、Q
＆A」等を見ると、解約の説明や手続きへのリンクが示されているケースが
多いようです。サイト内に検索欄がある場合は、そこに「解約」「退会」
等と入力してみましょう。

　「ほとんど利用していないインターネットの会員登録を解約しようとしたが、IDやパスワードを忘れ
てログインできない」というケースもあります。そのような場合にも、まずは上記の方法を試してみま
しょう。インターネットで会員登録する際には、解約時の手続きも確認しましょう。また、IDやパスワ
ードも忘れてしまわない工夫も必要です。困った時は、対馬市消費生活相談所に相談してください。

【相談事例】
　インターネットで登録した会員サービスを解約しようと、
サイトを見てみたが、解約手続きをするページがみつから
ず、解約できない。どうすればいいか。

インターネットで登録した会員サービスを解約するページが見つからない！

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
11月30日は「年金の日」です！
　厚生労働省では「国民一人一人、ねんきんネット
等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡ら
していただく日」として、11月30日を「年金の
日」としました。
　この機会に「ねんきん定期便」や「ねんきんネッ
ト」で、ご自身の年金記録と年金受給見込額を確認
し、未来の生活設計について考えてみませんか？
　「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつで
もご自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金
受給見込額について、ご自身の年金記録を基に様々
なパターンの試算をすることもできます。
　「ねんきんネット」については、日本年金機構の
ホームページでご確認いただくか、長崎北年金事務
所にお問い合わせください。

○と　き　12月9日（水）14：00～17：00

　ところ　対馬市役所豊玉庁舎

○と　き　12月10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　12月4日（金）まで
★予約先　☎095（861）1387

いい みらい
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上畠 菜緒/著

つしま図書館
☎0920（52）3900

　人を天国へと導く幻
獣「しゃもぬま」が突然
訪れ、待木祐(まちきた
すく)は奇妙な白昼夢を
見るようになる。夢に
現れる女性は一体誰？
しゃもぬまの本当の目
的とは？

　マグカップみそ汁から、
体調に寄り添うみそ汁、
さらにみそを使った美味
しいアレンジレシピまで、
ぎゅっとご紹介。みそ汁習
慣で、免疫力をアップさせ
ましょう！

角野 栄子/著
 よしむら めぐ/画

　アコちゃんは仲良し
のぬいぐるみとごっこ
遊びをするのが大好き。
今日はねこのまねして
遊びましょ。読み聞かせ
におすすめ。

千葉 聡/編
 佐藤 りえ/画

　万葉集の古典から現
代の十代歌人の短歌ま
でが、テーマ別で収録さ
れています。子どもはも
ちろん、大人でも短歌初
心者の方の入門編にな
る1冊。

日 月 火 水 木 金 土
12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

11月30日は、市税・国保税
6期の納期限です。

税務課

26日（木）・27日（金）・30日（月）
各振興部・行政サービスセンター
27日（金）・30日（月）

税務課夜間窓口
問い合わせ
税務課　☎0920（53）6111

11
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

　県立図書館のインターネット取寄申込システム「とりよせくん」サー
ビスをご利用ください！
　ご自宅のパソコン・スマホから、図書のリクエストができます。
　ご利用の際はつしま図書館の利用者カードが必要です。
　詳しくは、QRコードからアクセスしてみてくださいね。

平山 由香/著

しゃもぬまの島
今日からはじめる
簡単みそ汁習慣みそ活。 ねこになっちゃった はじめて出会う短歌100

新刊

新刊

新刊 新刊

比田勝～博多航路の混乗便は、
11月30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、12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。
　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。

新船の船名「うみてらし」に決定！
　比田勝～博多航路の「フェリーげんかい」に替
わる新船の船名は「うみてらし」に決まりました。
　ご応募いただきました皆様、ご協力いただきま
した北部地域の学校関係者の皆様、ありがとうご
ざいました。
　就航日等は、改めてお知らせします。

　　　　 　－ 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

　　　　 　－ 問い合わせ －
対馬市政策企画課　☎0920（53）6111
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