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大島支庁情報誌
（平成２８年３月２２日 第５４号）

「あまみ地域づくり褒賞」の表彰状授与式を行いました

大島支庁総務企画課総務労政係 主査 押川 拓

大島支庁では，平成23年10月に「あまみ地域づくり褒賞」を創設し，毎年奄美地域の振興に

顕著な功績をあげられた方々を表彰しています。

今年度は，７つの個人・団体が受賞され，去る３月７日に大島支庁において，表彰状の授与を

行いました。

当日は，喜界町の川畑さおりさんを除く６つの個人・団体の方々が，遠くは東京や徳之島から

も御出席いただき，それぞれの代表の方に，本支庁長が表彰状を授与しました。

また，授与式終了後は，支庁長をはじめ，各部長も交えて，受賞された方々との意見交換会

を実施し，それぞれの活動の様子や苦労されていること，今後の抱負などについて，活発な意

見交換を行いました。

なお，喜界町の川畑さおりさんについては，３月11日に喜界事務所において，表彰状の授与

を行いました。

今回受賞された皆様の功績概要や過去の受賞者については，大島支庁のホームページに掲

載しています。

ホーム> 地域振興局・支庁> 大島支庁> 地域情報> 奄美群島全域の情報> お知らせ・イベン

ト等>

平成26年度あまみ地域づくり褒賞表彰状授与式

（http://www.pref.kagoshima.jp/aq01/chiiki/oshima/chiiki/zeniki/oshirase/amamihoshoh2

6.html）

受賞された喜界町の

川畑さおりさん

今回受賞された方々
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小中学生向けの消費生活講座の開催について

大島消費生活相談所 主査 中村 まゆみ

大島消費生活相談所では，学校へ出向いて行う消費生活講座を，これまで高校や専門学校

を対象に実施していましたが，今回初めて，小学校で実施しました。

小学生向けの講座を行うのは，当相談所が始まって以来，初めてのことですから，担当する

相談員は，講座の構成などについて一から考える必要があり，とても苦労しました。

さて，記念すべき第１回目の講座は，昨年12月22日に名瀬小学校で，６年生を対象に行いま

した。講座には，契約について理解を促すクイズを取り入れたり，お小遣いの使い方を考えるDV

D視聴の時間を設け，児童が飽きずに興味を示すよう，工夫を凝らしました。

その甲斐あって，児童達からは，「お金の大切さがよくわかった。」，「契約のことがわかりやす

かった。」といった感想を聞くことができ，講座が好評であったことを嬉しく思いました。

ここで，小学校で行ったクイズを１つ出します。

Q：「電話で宅配ピザを注文したとき，お金を払う責任が生まれるのはいつかな？

（次の①～③の中から１つ選んでください。）

①電話で注文を伝えたとき

②店の人が注文を受け付けたとき

③ピザを受け取ったとき

どうでしたか？ 小学校では，このクイズの前に次のような説明をしました。

説明：契約とは，売り手と買い手の意思表示が

ぴったりと合うことで生じる関係（法律上の責任

が生じる場合）のことです。契約が成立したら，

売り手は商品やサービスを買い手に渡さなけ

ればいけません。また，買い手は，お金を売り

手に渡さなければなりません。

答えは②です。

同じ内容で，１月26日に伊津部小学校（５年

生），２月４日に奄美小学校（６年生）で消費生

活講座を行いました。

どこの小学校でも，児童達の明るく素直な態度に接することができ，講座は気持ちよく進行で

きました。また，楽しそうにお互いの意見を交わしている児童達の姿に，私たちは新鮮さを覚え

るとともに，子どものうちから消費者教育を行うことの重要さを感じました。

大島消費生活相談所では，消費生活に関する相談を受け付けています。秘密は厳守します。

相談は無料ですので，気になることがありましたら，お気軽に御相談ください。

また，講座の依頼も受け付けておりますので，御連絡ください。

消費生活に関する御相談 電話：0997-52-0999
講演の依頼については 電話：0997-57-7226
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「グラスボートで巡る大島海峡と物産館見学ツアー」に参加して

大島支庁地域保健福祉課 指導審査係 主事 宮園 泰子

前日までの悪天候とはうって変わり，穏やかな

春の日差しに恵まれた３月12日。

目立った遅刻者？（実は，私は前回寝坊して

遅刻してしまいました。）もなく，職員互助会名瀬

地区主催の「グラスボートで巡る大島海峡と物

産館見学ツアー」が開催され，職場のお友達と

参加しました。今回は，その様子を御紹介しま

す。

車を持たない私は，11月の出張以来，久しぶり

の瀬戸内町ということで，高鳴る胸を押さえながらバスに乗車。名瀬からグラスボートのある古

仁屋まで１時間のバス旅は，ワイワイがやがやで，さながら小学校の遠足のよう。

港に着き，グラスボートに乗り込むやいなや，船底へ。今か今かと待ちわびていると，あっと

いう間に鑑賞スポットに到着です。すると，それまで泡のカーテンに遮られていた視界が一気に

開け，きらきらとした美しい世界が広がりました。

柔らかな太陽光が差し込むコバルトブルーの海底には，見たこともない大きな珊瑚やイソギン

チャク，ヒトデが佇み，色鮮やかな魚たちが気持ちよさそうに泳いでいて，水族館では味わえな

い本物の自然に感動し，思わず，隣に座った子どもたちと歓声を上げてしまいました。

約20分の海底鑑賞の後は，いよいよ加計呂麻島。

渡連というところに上陸し，バスで安脚場の砲台跡に向かいましたが，バスの運転手さんがガ
ど れん あんきや ば

イドもしてくださり，おかげで，加計呂麻島の歴史や文化に少しだけ詳しくなりました。そして，曲

がりくねった細道を，颯爽とハンドルを切る職人技もお見事でした。

昼食は，瀬相で海を眺めながらお弁当をいただき，最後の目的地の物産館へ。
せ そう

昨年の11月８日（加計呂麻ハーフマラソンの日）にオープンした物産館「いっちゃむん市場」

は，看板も店内もぴかぴかで清潔。50名ほどの参加者は，思い思いにお土産の物色や，オリジ

グラスボートで海底鑑賞 グラスボート甲板にて
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ナルアイスに舌鼓。かく言う私も，黒蜜かけバニラソフトクリームを美味しくいただき，お土産に

バジルの苗と黒糖かりんとうを買いました。

加計呂麻島から古仁屋への帰路は，貸し切りの海上タクシーで爽快に20分の船旅。そして，

古仁屋から名瀬までのバスの中は・・・，当然，ぐっすりとお休みタイムとなりました。

とても楽しくて，とても美しく，思い出に残るツアーとなりました。

普段接点がない別の職場の方々や子どもたちに出会えたことも新鮮で，そういった意味でも，

貴重な体験ができたと思っています。次回？も，是非参加したいです。今，この拙文を読んでく

ださっている皆さんにも，全力でお勧めします。

最後に，企画・運営してくださった総務企画課をはじめとした皆様方，おかげさまでとても楽し

い一日になりました。本当にありがとうございました。次回も期待しています！よろしくお願いし

ます！

安脚場砲台跡 いっちゃむん市場



- 5 -

「第25回ヨロンマラソン」に参加して

大島支庁沖永良部事務所 与論駐在 主査 皆内 啓志

３月６日，日曜日。県内は「第１回鹿児島マラソン」で盛り上がっていましたが，その日，鹿児

島から南に600キロ離れた鹿児島県最南端の与論島では，「ヨロンマラソン」が開催されました。

皆さんは，ヨロンマラソンを御存じでしょうか？ヨロンマラソンには，毎年，与論町駐在職員を

始め，島外の県職員の方も参加しています。

私も，与論島に赴任してから毎年参加しており，今回もハーフマラソンに参加しました。今回

は，このヨロンマラソンについて，自分の思い出を絡めながら紹介したいと思います。

ヨロンマラソンは，平成４年から毎年開催されており，今回で25回目となるマラソン大会で，１

周23キロの与論島を２周するフルマラソンと，１周するハーフマラソンの２種目があります。ヨロ

ンマラソンの魅力は，何といっても，「美しい空と海を眺められるコース」と，「島民の方々の心の

こもったおてなし」で，今年は，島内外から949人のランナーが参加しました。

ヨロンマラソンの「島民の方々の心のこもったおもてなし」は，大会前日，ランナーのお出迎え

から始まります。私達，与論町駐在職員も毎年参加していますが，船と飛行機の到着時刻にな

ると，関係者はもちろん，島民の方々が，港や空港に集まり，ランナーをお出迎えします。その

夜は，実行委員会主催のウェルカムパーティーが開催され，様々な余興のほか「与論献奉」でラ

ンナーをおもてなしします。今年は，公開プロポーズの企画があり，見事カップルが成立しまし

た。

大会当日は，数日前から雨の予報が出ており，雨が降らないことを祈っていましたが，あいに

く雨の中の大会となりました。

私は３回目の参加ですが，メタボ体型で，もともと走ることが得意ではないため，今回は「時間

を気にせず，楽しみながら完走する」ことを目標に参加しました。沿道には，雨の中，太鼓を鳴ら

しながら，一生懸命応援してくださる島民の方々がいらっしゃいました。

３年間住んでいると知人も多く，冗談交じりに「はよ，走らんか～」といったような叱咤激励を

いただくこともありましたが，無事，完走できたのも島民の方々の応援のおかげだと思います。

また，沿道には，各集落で様々な食べ物を準備したポイントが設置されていました。食べ物の

誘惑に負けた私は，すべてのポイントで足を止め，ゴールするまでに山羊汁と豚汁を２杯ずつ，

おにぎり６個，バナナ３切れ，サータアンダギーを２個食べてしまいました。ゴールした後に，み

んなにこのことを話したら，「食べ過ぎ！」と笑われてしまいましたが，とても楽しい思い出となり

ました。

今回は，与論島の美しい空と海を見ることができなかったのは残念でしたが，途中で，鯨が潮

を吹いている様子が見えたりするなど，自分としては大満足のマラソンでした。このように，いろ

いろな楽しみ方があるのも，ヨロンマラソンの魅力の一つだと思います。

大会終了後には，実行委員会主催の完走パーティーが開催され，お互いの労をねぎらうとと

もに，ランナー同士の交流も図られました。与論町駐在でも，毎年，参加された職員の方に声を

掛け，慰労会を開催しています。

ヨロンマラソンでは，ランナーのお見送りも盛大です。大会前日のお迎え同様，船と飛行機の

出発時刻になると，多くの島民が港と空港に集まり，ランナーのお見送りをします。
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お見送りの時には，ランナーの皆さんが，来年も来てくれることを願い，あえて「さようなら」と

いう言葉を使わず，「いってらっしゃい」と言ってお見送りします。お見送り時には，与論島慕情

や与論町出身の歌手「川畑アキラ」さんの曲がBGMとして流れ，船が見えなくなるまで手を振る

島民の方々の姿は，とても感動的です。

以上，ヨロンマラソンについて，紹介させていただきました。皆さんも，日頃の多忙を忘れ，与

論島の青く透き通った海や心地よい風，爽やかな空を満喫しに，ヨロンマラソンへ参加してみま

せんか？来年も多くの県職員の参加をお待ちしています！

与論港（供利港）でのお出迎え ウェルカムパーティーの様子

沿道で声援を送る島民の方々 個性豊かなランナーの方々
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３月の統計情報３月の統計情報

１ 鹿児島県毎月統計人口

平成28年２月現在の奄美群島の人口は，110,076人で，前年同月と比べて2,533人減少

しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成28年１月における調査対象ホテル・旅館83施設の宿泊客数（宿泊延べ人員）は合計

260,066人で，前年同月比6.5％の増加となっています。

奄美地区は，18,365人で，前年同月比4.0％の増加となっています。

３ 大島紬

平成28年２月の生産反数は411反で，前年同月の生産反数406反と比較して1.2％の増加

となっています。

奄美大島 喜界島 徳之島 沖永良部島 与論島

2月１日現在(人) 1,646,757 110,076 61,293 7,191 23,404 13,002 5,186

前年同月(人) 1,666,896 112,609 62,437 7,425 24,262 13,248 5,237

増減数(人) -20,139 -2,533 -1,144 -234 -858 -246 -51

前年同月比(％) -1.2 -2.2 -1.8 -3.2 -3.5 -1.9 -1.0

県全体 奄美群島

県全体

奄美地区

260,066 244,201 +6.5

18,365 17,655 +4.0

平成28年1月 前年同月 前年同月比

(単位：人，％）

反数 男物 女物 泥染 泥藍染 藍染 化学
染料染

草木染 複数
染料染

生産金額
（千円）

反数 生産金額
（千円）

経 緯 絣 370 34 336 175 25 150 20 31,129 617 52,874

緯　　絣 41 6 35 0 0 37 4 1,590 64 2,488

計 411 40 371 175 25 187 24 32,719 681 55,362

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別
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３月～４月上旬の主な行事予定表月～４月上旬の主な行事予定表
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