
文化財課
☎0920（54）2341対馬歴史人物伝
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近世宗氏の安定の礎を築いた
は る や す

次回は、イノシシ被害から民を救った「陶山 訥庵」を紹介します。

 ～郷土をつくった人々～ わがまち再発
見

宗　晴康
（1475年‐1563年）

　宗晴康は、文明７（1475）年に、宗氏の分家である豊崎郡主・宗盛俊の次男として誕生しました。
兄が郡主家を相続したため、出家して建総院宗俊と号し、諸国を遍歴しました。ところが、大永6
（1526）年、当時の豊崎郡主であった甥の盛賢（のちの将盛）が、14代当主として宗氏本宗家の家
督を相続したため、郡政の停滞を招いてしまいます。そのため、晴康は、豊崎郡に文書を発給するな
ど郡主としての活動を行うようになりました。
　天文8（1539）年に、将盛が家臣たちの謀反によって追放されるという事件が起きました。この
事件後、晴康は宗氏本宗家の15代当主となります。この時晴康は65歳。かなり老齢でしたが、家臣
に推されて家督を相続しました。
　天文15（1546）年、本宗家以外の宗姓の使用を制限、それまで宗姓を称してきた人々には別の姓
を名乗らせ、宗氏本宗家との差別化を図ります。これによって宗氏一門の権力闘争と家臣団の分裂に
終止符が打たれ、本宗家の支配は強固なものになります。
　晴康は、永禄6（1563）年に89歳で亡くなりました。上対馬町西泊の西福寺には、宗晴康のもの
と伝わる宝篋印塔があります。※豊崎郡は、現在の上対馬町の一部

◆ 장마가 시작됐어요. 

◆ 오늘 비가 많이 오네요.      

◆ 장마가 끝났어요.  

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

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ます。＜梅雨「장마」に関する韓国語＞

梅雨が始まりました。

今日雨がよく降りますね。

梅雨が終わりました。

チャンマガ　シジャクテッソヨ

チャンマ

オヌル　ピガ　マニ　オネヨ

チャンマガ　クンナッソヨ

す や ま  とつあん

　梅雨の時期になりました。雨の影響で湿度が高くジメジメ。豪雨で、外出する時に

支障が出る日もありますね。韓国も6月末ごろ済州島をはじめに梅雨前線が北上し、

梅雨に入ります。梅雨が終わると本格的な夏の始まりと言われています。今日は梅雨

の時期に使える表現をご紹介します。
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西福寺　宝篋印塔（上対馬町西泊）
もりとし

もりかた まさもり

もんじょ

さ い ふ く じ

けんそういんそうしゅん

ほうきょういんとう



けあい通信すた
Vol.44 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

休耕地の開拓（豊玉町仁位）

 ～
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.15

問い合わせ　地域づくり課　☎0920（53）6111 対馬市島おこし協働隊facebookページ↑

　今月は、お問い合わせの多い、ボランティア活動保険の内容について紹介します。
　この保険は、自発的な意思により他者や社会に貢献する無償のボランティア活動において、様々な事故によ
るケガや賠償責任を負われた際に、補償を受けることができる制度です。
　また昨年度より、新型コロナウイルス感染症も補償の対象となっており、年間の掛金も手ごろな金額設定で
すので、安心、安全のため、加入を検討されてみてはいかがでしょうか？
　このほか、送迎、移送サービス中の自動車事故等によるケガを補償する「送迎サービス補償」制度もありま
す。保険の詳しい内容や手続きなどについては、下記までお願いいたします。

問い合わせ　対馬市社会福祉協議会　地域福祉班　☎0920（58）1432　　厳 原 支 所　☎0920（52）1169
　　　　　　　　　　　　　　　　美津島支所　☎0920（54）2429　　上対馬支所　☎0920（86）3841

死亡保険金

加入プラン

手　術
保険金
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ガ
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償
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の
補
償

後遺障害保険金
入院保険金日額
入院中の手術
外来の手術

通院保険金日額
地震・噴火・津波による死傷

年間保険料（一人あたり）

1,040万円

基本プラン 天災・地震補償
プラン

5億円（限度額）賠償責任保険金
（対人・対物共通）

1,040万円（限度額）
6,500円
65,000円
32,500円
4,000円

× 〇

350円 500円
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　平成30年10月から、なりわいづくりプランナーとして、活動を展開している原嶋隊員。隊員最終年と
なる今年も、対馬地域商社を拠点に対馬産品の開発や商社の生産・在庫管理体制の整備などに奮闘して
います！

今回は、なりわいづくりプランナー原嶋 一考隊員の最近の活動を紹介します。
はらしま かずたか

　任期も残り僅かとなりましたが、継続して水産品の加工・製造・販売
の取り組みを行っています。現在、新型コロナウイルスの感染拡大・飲
食店営業自粛など、様々な理由により、特産品販売は苦戦しています。
また、外出自粛の影響もあり、販売形態は、実店舗販売から通信販売・
宅配へと大きく変化しています。そもそも離島という立地からも、直接
消費者へお届けできる通信販売は有効な販売方法と考えています。その
ため現在、本格的な通信販売を開始すべく、とよたま物産店に協力いた
だき準備を行っています。軌道に乗れば島内事業者様とも連携・協力し、
効率的な流通の仕組みを実現することが最終目標です。
　その他の取り組みとして休耕地の開拓も進めています。畑の機能を取
り戻すことができれば、移住施策の一つとして、希望する移住者の方へ
家庭菜園などの場として提供したいと考えています。



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
お得な国民年金付加年金制度のご案内
　国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者（65歳以上は除く）は、定額保険料（令和3年度
16，610円）に付加保険料400円を加えて納めることで、65歳から受給する老齢基礎年金額に付加年
金額を上乗せして受給することができます。付加保険料のお申し込みは、年金事務所または市役所国民
年金担当窓口で受け付けています。お気軽におたずねください。

　　　　　この制度は、付加保険料を1か月納めるごとに付加年金額が年額200円増えます。
（例）20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納め、65歳から老齢基礎年金を受給する場合の付加年金額
○付加保険料400円×納付月数480月（40年）で納付額は192,000円になります。
　付加年金額は「200円×月額付加保険料納付月数」となりますので、200円×納付月数480月
（40年）で受給額は96,000円（年額）となります。つまり、2年間受給すると納付額と同額
の192,000円を受けとったことになり、2年間で元が取れる計算になります。

※付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなります。

※国民年金基金加入中の方、免除や納付猶予に申請・該当している方は申し込みできません。

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

【購入する前にここをチェック】
□販売価格が大幅に割引されている　　 　□サイトURLの表記がおかしい
□サイト内のリンクが適切に機能しない 　□利用規約などにおかしな記載・不当な記載がある
□事業者への連絡方法が、問い合わせフォームやフリーメールだけになっている
□事業者の住所の記載がない。または、住所の記載はあるが、場所を調べてみるとおかしい
□決済がスムーズにいかず、何度も入力させられる
□インターネット上の当該サイトに関するトラブル情報を確認する
□購入前に、当該サイトの運営事業者への問い合わせを行い、返信内容などを確認する
□URLを入力してサーバー情報を調べられるサイトを利用し、当該サイト・サーバーの情報に不審な点
　がないか確認する

 注文した商品が届かない！有名メーカーなどの模倣サイトに注意してください！！

○と　き　7月7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　7月8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　7月2日（金）まで
★予約先　☎095（861）1387

　新型コロナウイルス感染拡大防止に関連する自粛生活により、インターネット通販の利
用が増えた影響もあり、有名メーカーなどのWebサイトに非常によく似た作りで、正規
サイトの価格より、かなり安く商品を販売する模倣サイトによるトラブルが増えています。
　模倣サイトによるトラブルは、海外に所在する悪質事業者である可能性が高く、被害に
あってしまうと、事業者と連絡が取れず、被害回復が困難なことも多いため、トラブルを
未然に防止することが重要です。

お得の仕
組み!
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と　き：7月14日（水）19:00～21:00
ところ：Zoomによるオンライン開催

つしま図書館
☎0920（52）3900

一
般
書

児
童
書

　人気作・話題作を借りたいけど、貸出中でなかなか借りられないことはあ
りませんか？そんなときは予約をおススメします。図書館カードがある方な
らカウンターでいつでも予約可能です。詳しくは職員までお尋ねください。

問い合わせ
  SDGs推進室
  ☎0920（53）6111

「市民ワークショップ」を開催します
　SDGsは世界の人々が目指すべき幸福のための努力
目標。これからの10年は「行動の10年」とされて
います。対馬市では市民の皆さまとともに行動する
ため「SDGs市民ワークショップ」を開催します。
　このワークショップではSDGsのアクションプラン
づくりを目標に、第1回目は市民の皆さまの今の想い
を共有したいと思います。お気軽にご参加ください。

市の取り組み
○市長を本部長とする「SDGs推進本部」を立ち上げ、
5月31日に第１回本部会議を開催しました。全庁が
横断的に連携し、SDGs未来都市として「自立と循
環の宝の島」づくりに取り組みます。
○SDGs推進本部内に「SDGsアドバイザリーボード」
（顧問委員会）を設けました。大学、離島振興、国際機関、企業、金融、メディア、中間支援組織など、
SDGsに関する分野の有識者で構成され、専門的な助言や応援を得ながら、SDGsの達成に取り組みます。

皆さんのSDGs宣言をお寄せください。

詳しくはこちらから

日 月 火 水 木 金 土
7月の休館日 休館日

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

4
11
18
25

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

1
8
15
22
29

佐々木 譲/著

（角川春樹事務所） （立東舎） （新日本出版社） （文友舎）

新藤 舞衣子/著
　さっぽろ雪まつり開幕
前日に起こった、自動車
窃盗事件、少女の家出、
そして発砲事件。無関係
に見える事件が、一年で
一番賑わう札幌でひとつ
に収束していく圧巻のタ
イムリミット・サスペンス。

　定番の米みそ・麦みそ
から、ちょっとエスニッ
クなひよこ豆みそまで、
ポリ袋で初めての人でも
簡単に作れる9種のみそ
と41のレシピを収録。

平田 昌広/作
平田 景/絵

　古くから伝わる宝石
が、だいふごうの家か
らぬすまれた！現場に
残されていたのは、
“カクレンボーイ”から
の挑戦状…かくれた言
葉の謎を解き、一緒に
事件を解決しよう！ 

渡邉 克晃/著
　 室木 おすし/絵

　今、わたしたちが生き
ている地球環境は、どの
ように形作られ、機能し
ているのか？その背景に
まつわる学問である“地
学”を、よりわかりやす
く、ユーモアたっぷりに
紹介した1冊です。

雪に撃つ ポリ袋で簡単、おいしい
はじめてのみそ作り

ことばたんてい 
かくされたおたから

もしも、地球から
アレがなくなったら?

みんなで取り組もうSDGs

新刊
新刊新刊
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私の・私たちのSDGs宣言
　SDGs達成のために、個人、家庭、学校、
事務所などで現在取り組んでいること、こ
れから取り組むことを紹介します。
　初回は、比田勝尚喜市長です。

新刊


