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初代対馬中学校長
は ん ざ ぶ ろ うあ 　 べ

次回も引き続き、阿部判三郎が対馬中学校で取り組んだ活動をご紹介します。

 ～郷土をつくった人々～ わがまち再発
見

阿部　判三郎
（1865‐不明）

［その1］

　阿部判三郎は旧制対馬中学校の初代校長となった
人物です。
　明治36（1903）年3月、38歳の阿部は、当時の
文部大臣からの抜擢で大分師範学校長として勤務し
ていました。しかし、若くして校長になったが故に
周囲からの嫉妬などを受けたため、やがて大分を去
りたいと考えるようになり、恩師である東京帝国大学の山川健次郎教授に転任斡旋の依頼状を出しま
す。山川教授は、同時期に文部省から認可を受けていた「上下縣郡總町村立對馬中學校」への赴任を
提案し、阿部はそれを了承しました。
　明治38（1905）年5月27日、対馬に赴任した阿部は仮校舎（現対馬博物館所在地）で開校事務を
進め、翌月に入学試験と入学式を終えて、授業を開始しました。阿部自身も教諭として修身や数学を
担当しましたが、教員不足が目立ち二部教授※を実施せざるを得ませんでした。
　※二部教授…午前と午後に生徒を分け、授業を行うこと

旧制対馬中学校校門（厳原町桟原）

かみしもあがたぐんそうちょうそんりつつしまちゅうがっこう

あっせん

対馬市国際交流員

李　庚津
イ・キョンジン

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。

〈韓国の歳時風習、정월 대보름〉
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　昔から毎年旧暦の1月15日は重要な日でした。新年になって初めて満月になる日で

‘정월 대보름（正月の大満月）’と言います。漢字では‘上元’、‘三元’の一つです。この

日になると朝から豊作や健康、福を祈りながら様々な行事やおまじない的風習が行

われました。代表的なのは種実類（くるみ、落花生、松のみなど）を奥歯で噛むと

虫歯を防げるという‘부럼깨기’、外出して初めて会う人に‘내더위사가라!（私の暑さ

を買って行け！）’と叫ぶことで夏バテしなくなるという‘더위팔기’、伝統楽器を演奏

しながら集落を回り邪鬼を払い福を招く‘지신밟기’、畑や田んぼに火を放ちねずみ、

害虫、邪気を払い豊作を願う‘쥐불놀이’などがありました。韓国は農耕社会、この日

を一年の農事の始まりの日とし、村全体が気合を入れる大イベントだったのです。

今では大きな行事は一部の地域でしか行われなくなりましたが、簡単な‘부럼깨기’、‘더위팔기’などはまだ

多くの人がやっています。

　今年の‘정월 대보름’は2月26日。皆さんもこの日は新年の初満月を楽しんでみてはいかがでしょうか。
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けあい通信すた
Vol.40 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Vol.13

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↑

　今月は、豊玉町仁位地区で行われた《心でつながるクリスマスカードプロジェクト》の取り組みを紹介しま
す。このプロジェクトは、12月24日、商工会女性部豊玉支部、豊玉小学校4～6年生、町内のボランティア
の計23人によって取り組まれたものです。
　新型コロナウイルス感染症により、特に高齢者は人との関わりが少なくなっています。そこで、仁位地区在
住の80歳以上、約40人の方を対象として、子どもたちがご自宅を訪問し、クリスマスカードをプレゼントし
ていきました。クリスマスカードを受け取られた方々は、大変喜ばれ、中には涙を流して感謝される方もい
らっしゃいました。また、参加した子どもたちからは「楽しかった！」「また参加します！」「喜んでもらって
よかった！」などの感想がありました。

　今回の取り組みを一過性の取り組みにするのではなく、次は、高齢者側から子どもたちに対して
できることを提案し、双方向で繋がり、支え合う関係が創出されていくことが目標です。「子ども
だからこそ、できることがある！そして、子どもは元気を与えてくれる！」そんなことを気づかせ
てもらえた取り組みでした。皆さんのお住まいの地域で、助け合いの取り組みに興味がある際はぜ
ひご一報ください。

《心でつながるクリスマスカード
プロジェクト》メンバー クリスマスカードをプレゼント

生活支援コーディネーター

《心でつながるクリスマスカード
プロジェクト》メンバー クリスマスカードをプレゼント

　小川隊員は、故郷である対馬に徳島県からUターンし、島おこし協働隊員として令和2年4月に着
任しました。対馬中部のコミュニティ支援を主として担当しており、現在は、対馬出身の若者のU
ターン促進のためのきっかけづくりに取り組んでいます。

お が わ か お り

今回は、コミュニティ支援担当（中部担当）の 小川 香織 隊員の活動を紹介します。

　最近、対馬に帰りたい・移住したい方が増えています。アンケート調査
では、島外にいる対馬出身者の約6割もの方が「Uターンを検討したことが
ある」という結果が示されています。しかし、人口減少が進む対馬の現状
に漠然とした不安を感じたり、自分の就きたい仕事があるのか心配といっ
た声もあり「きっかけ」がないと対馬に帰る決断ができない方が多いよう
です。一方で、対馬に帰ることを決めても、住居が見つからないこと等か
ら、Uターンを断念する方々もいます。
　そこで、私は地域の方々と連携して、地域に子どもの元気な声が響きわ
たるように、対馬に帰りたい・移住したい方のサポートができればと思い
ます。対馬はとても広く、厳原町の暮らしと峰町の暮らしは全く違います。
　そうした地域性を踏まえ、地域の方には、どのような移住者に来てほし
いのかをお聞きし、移住者には、その人に合う「対馬ぐらし」のアドバイ
スができるよう努めたいと思います。特に、中対馬の方々には、お話をお
聞きすることが多くなると思いますので、よろしくお願いいたします。

対馬にUIターンして
きた方々のインタ
ビューはこちら！
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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
国民年金はまとめて払うとお得です

　国民年金のお支払いには、まとめて前納（前払い）すると保険料が割引される制度があります。6か
月・1年・2年前納があり、もっとも割引率が高いのは口座振替による「2年前納」です。毎月納付する
場合に比べ、口座振替の２年前納で15,000円程度の割引になります。ただし、口座振替、クレジット
カード払いによる前納については申込期限がありますのでご注意ください。口座での前納をご希望の方
は、納付書または年金手帳・通帳・金融機関届出印をご持参のうえ、ご希望の金融機関または市役所年
金担当窓口へお申し出ください。

○支払い方法による前納の割引率
口座振替＞クレジットカード＝納付書（現金）
○年度途中であっても納付書（現金）による任意
の月から翌年度末までの前納（最大24月）が
可能です。この場合、専用の納付書が必要とな
りますので、年金事務所までお問い合わせくだ
さい。
○申込期限に間に合わな
かった場合は次回の前
納振替日月まで割引の
ない翌月末振替になる
ことがあります。

○と　き　3月10日（水）13：30～17：00

　ところ　美津島行政サービスセンター別館会議室

○と　き　3月11日（木）9：00～16：00

　ところ　市役所厳原庁舎別館会議室

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　3月5日（金）まで

★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

　一方的に商品を送り付けられた時は、送り主の名称や所在地をメモしてから受取拒否をしましょう。
また、受け取ってしまっても代金を支払う必要はありません。受け取った日から14日間、消費者が商品
の引取りを業者に請求した場合は、その請求の日から7日間は商品を保管する必要があります。期間内
に業者が商品を引き取らなければ、消費者が自由に処分してよいことになっています。困った時は対馬
市消費生活相談所に相談してください。

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法に注意してください!!

年金係

【消費者へのアドバイス】電話勧誘販売に該当します。業者からの購入を承諾してし
まっても、書面を受け取った日から8日間は、クーリング・オフ（無条件解除）をする
ことができます。また、連絡先を言わない、話の内容に嘘があるなど、不審な点があ
った場合は、話し込まずに、きっぱりと断りましょう。

【相談事例】魚介類の販売業者から「過去に購入したことがある顧客にお得な魚介
類の販売を案内している」と電話があった。「コロナ禍で経営が苦しいので助けて
ほしい」と頼まれ、同情して1万5千円の魚介類セットを注文してしまった。商品は
代引き配達で受け取ることになっている。販売会社名は名乗ったが、担当者名や連
絡先は聞いていない。ところが、電話をかけてきた業者は注文したことのない業者
だと知った。業者の言ったことは嘘だったことがわかり、キャンセルしたいが連絡
先が分からない。どうしたらいいか。
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山本 文緒/著

つしま図書館
☎0920（52）3900

　東京で働いていた都
は、実家に戻り働き始
める。結婚、仕事、親の
介護、全部やらなきゃ
ダメですか？答えのな
い世界で生きる私たち
を、優しく包む物語。

　「歩くと疲れる」「ちょ
っとした段差で躓く」な
ど、足腰の不安タイプ別
に毎日簡単にできる体操
を紹介。シニア専門トレ
ーナーが教える、転ばな
くなるための本。

くろだ かおる/著 
 たけがみ たえ/画

　ケンちゃんに「おと
うふ、あと1ちょう
買ってきて」とおつか
いを頼んだお母さん。
なかなか帰ってこない
ので、きょうだい達に
頼んだけれど…？まさ
かのとうふ事件！

廣嶋 玲子/著
 森野 きこり/画

　たくさんの猫が暮らす
猫町に住む遠矢は、ふし
ぎな猫じゃらしをみつけ
る。「猫のものを取って
はいけない」決まりを
破った遠矢は、猫神さま
を怒らせてしまった。ふ
しぎでドキドキするお話。
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3月1日は、市税・国保税
9期の納期限です。

税務課

24日（水）・25日（木）・26日（金）
各振興部・行政サービスセンター
25日（木）・26日（金）

税務課夜間窓口
問い合わせ
税務課　☎0920（53）6111

2
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対策へのご協力のお願い
　つしま図書館では、換気の徹底、消毒などコロナ対策に努めています。来館される
皆さまにも、マスクの着用や手指の消毒など、感染予防にご協力お願いいたします。

枝光 聖人/著

自転しながら公転する 転倒を防ぐ７つの体操
コロバヌエクササイズ おとうふ２ちょう 猫町ふしぎ事件簿

猫神さまは お怒りです

新刊 新刊新刊 新刊

比田勝～博多航路の混乗便は、
当分の間運休します

　新型コロナウイルス感染防止策のため、比田
勝・博多航路の混乗便は令和2年3月7日から運休
しておりますが、長引く国際航路の運休により、
引き続き、当分の間運休することとなりました。
　大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いた
だきますようお願いいたします。
　運休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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