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谷川内ダム定礎式
　国が曽於北部畑かん事業の主要工事として、建設中の
谷川内ダムの定礎式が５月 20 日曽於市財部町北俣の現場
でありました。地元住民や工事関係者約 150 人が参列の
中神事が行われ、2011 年度の完成に向け安全で円滑な
工事を祈りました。神事の後行われた式典では、ダム中
心部に礎石を据え、池田市長らが礎石周辺にモルタルを
入れる「鎮定の儀」が行われました。
　その後、財部北小学校の児童が将来の夢を記したメモ
リアルストーンの埋納や、ゴッタン演奏を披露しました。
　谷川内ダムは、2,512 ヘクタールの畑地に用水を供給し
農業生産性の向上を図る計画で受益者数は、3914 人です。
現在まで工事の進捗状況は、約 60％で、平成 24 年 3 月
完成、25 年には供用開始の予定です。

春の叙勲　旭日小綬章　受賞
　5 月 18 日、末吉町諏訪方にお住いの野間嘉愛さんが
旭日小綬章を受賞されたことから、池田市長を表敬訪問
されました。
　野間さんは、サンベースフードなど関連三社のサング
ループの経営をされており、畜産副産物の有効利用と業
界の近代化のため、調味料や飼料など製造するレンダリ
ング業と原皮、内臓処理の計３団体を統合した協会設立
に尽力されたということが評価されて受賞されました。
　野間さんは、「この業界が社会に認知されたことが本
当にうれしい。今後も資源循環型の鎖の輪の構築で、公
害問題も含めて、畜産振興に寄与していきたい」と話さ
れました。

大切な思い出づくりに一役買います
　中小企業庁が４月 23 日発表した「2009 年元気なモノ
作り中小企業 300 社」に、バンショップ・ミカミ（財部
町中谷）さんが選ばれました。
　300 社の選定は、独自技術の開発や地元素材の活用で
地域に貢献する中小企業を表彰し、ものづくりへの関心
を高めるのが狙いで、同社は、軽車両のキャンピングカー

「テントむし」を開発した事での受賞です。
　見上さんは、家業の養蜂業を手伝う傍ら見よう見まね
で車の改造を始めたのがこの仕事に入るきっかけだそう
です。「この仕事が社会に評価されて本当にうれしい。
今後も子どもが小さい時や家族の思い出づくりに貢献し
ていきたい」とおっしゃっていました。
　近年、マスコミ等に取り上げられた事で日本全国から
発注依頼があり、忙しい毎日を送っているそうです。

音を楽しもう！
　５月 31 日、末吉総合体育館でメセナ楽団主催の「自
由演奏会 in そお 2009」が開催されました。
　この演奏会は、音楽と楽器が好きな方なら年齢、経験
など関係なく参加できる全国各地で開催されているコン
サートです。曽於市では６回目の開催となり、当日は市
内中学生や遠くは長崎県・佐賀県・福岡県から 60 人が
参加しました。
　参加者は当日の朝初めて顔を合わせ、上野の森ブラス
のテューバ奏者の杉山淳先生の指導の元熱心に練習し、
本番に臨みました。
　今年は、昼食のサービスや託児所の設置もあり、参加
者に大好評。音楽の大好きな仲間が集まり１日楽しい時
間をすごすことができました。

「出来る人が」「出来るときに」「出来る範囲で」
　５月 29 日、曽於市警察署会議室で自主防犯ボランティ
ア団体連絡協議会研修会」が開催されました。
　この研修会は、市内の自主防犯ボランティアの代表者
約 50 名が参加し、講演や事例発表等が行われました。
　はじめに、県警本部の子ども・女性安全対策係の女性
警察官が県内の子どもや女性に対する犯罪の例や傾向に
ついて説明がありました。
　その後、パトロール活動の 8 ヶ条の説明があり、「「出
来る人が」「出来るときに」「出来る範囲で」安全第一で
リラックスしながら息の長い活動をしてください。」と
いう話がありました。
　事例発表をされた４名の方々も、「飲みにケーション
も含めチームワークを大切に楽しく活動していきたい」
とおっしゃっていました。

軽トラックを改造したキャンピングカー「テントむし」
に続く「Ｄテントむし」（1500cc 普通トラックベース )

社長の見上喜美雄さん
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日 月 火 水 木 金 土

7/1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31
■・・・休館日

曽於市立図書館本館（末吉）
　■「ちゃいはな」・・・絵本の読み聞かせやお話
　　　日　時　７月４日・11 日・18 日・25 日　 午後２時より
　　　場　所　曽於市立図書館本館（末吉）
　■「おひざでよんで」・・・絵本の読み聞かせ
　　　日　時　７月 9 日（木）　午前 10 時より
　　　場　所　末吉総合センター
財部分館
　■　「祝子（はふりこ）」・・・むかし話やわらべ歌を楽しむ
　　　日　時　７月 11 日（土）　午前 11 時より
　　　場　所　財部中央公民館

曽於市立図書館本館
☎ 0986-28-8051

曽於市立図書館大隅分館
☎ 099-482-2410

曽於市立図書館財部分館
☎ 0986-72-1111

（内線 3440）

図
書
館
だ
よ
り

　鳥になりたいと祈る老女。騒音と
ともに消えた女。真夜中に廃屋でひ
とり眠る少女。前世を占えると告げ
る美女。すべての謎が解き明かさ
れる時、‘ 主役 ’ より尊い ‘ 脇役 ’ の
姿をあなたも見い出せるはず！
　再読必至の連作ミステリー。

今月の一冊

『脇役スタンド・バイ・ミー』
　沢村　凛

　新刊情報
◆ 一 般 図 書
　『てのひらのメモ』・・・・・・・・・・・・・・夏　樹　静　子
　『神去なあなあ日常』・・・・・・・・・・・・・三　浦　しをん
　『ドンナ・マサヨの悪魔』・・・・・・・・・・・村　田　喜代子
　『用もないのに』・・・・・・・・・・・・・・・奥　田　英　朗
　『家族』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小　杉　健　治
　『クレンズの魔法』・・・・・・・・・・・・・・田口　ランディ
　『１２歳の空』・・・・・・・・・・・・・・・・三　船　恭太郎
　『暮らしのアイデア帖　トラベル編』・・・・・・柳　沢　小　実

◆ 児 童 図 書
　『ゴロジ』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・とだ　かずよ
　『アン先生、急患です！』・・・・・・・・・・ふくだ　たかひろ
　『１４歳のノクターン』・・・・・・・・・・・・さとう　まきこ
　『ゴールデン★キッズ２（上）（下）』・・・・たかはし　よういち
　『グレッグのダメ日記』・・・・・・・・・・・・ジェフ・キニー
　『天才少年ダンボール博士の日記』・・・・・フランク・アッシュ

◆ 絵　　　本
　『おせんべタクシー』・・・・・・・・・・・・やまざき　かつみ
　『あいうえおべんとう』・・・・・・・・・・・やまおか　ひかる
　『ぼくんちに、マツイヒデキ！？』・・・・・・ひろおか　いさお
　『めだま　落語絵本』・・・・・・・・・・・・・やまだ　ようじ
　『おばあちゃんの絵てがみ』・・・・・・・・・そうま　こうへい

毎月 23 日は
子どもと一緒に

読書の日

＊＊＊ おはなし会の案内 ＊＊＊＊＊＊ おはなし会の案内 ＊＊＊

L i b r a r y   I n f o r m a t i o n

リサイクルコーナー
では毎月第４火曜
日を【リサイクル雑
誌の日】として設
けました。

※図書館まつりのお知らせ
　■期　日　７月 25 日（土）　午後１時 30 分～
　■場　所　曽於市立図書館本館（末吉）
　■内　容　読み聞かせや楽しい音楽もあります
　　　　　　たくさんの参加をお待ちしています！
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いっとっ待て　その振込み！！

立地協定調印「健康ブーム」で工場増設へ
　６月５日、市長室で横山食品株式会社との立地協定調
印式がありました。
　横山食品は、平成 14 年８月、曽於市（当時は末吉町）
に新工場を設置して芋かりんとうなど、地元のさつまい
もを原料とした製品を製造している企業です。
　最近、健康維持・増進に役立つ機能性が着目され、ま
た国産品を求める消費者のニーズが高まり、同社のさつ
まいも製品の需要が増加し、工場を増設することになり
ました。
　今後、雇用の創出や曽於市ブランドの確立の一翼を担
う企業として、地域イメージの向上、地域経済の浮揚・
発展に貢献することが期待されています。

　６月７日、末吉総合センターで第４期曽於市総合大学
の開講式と記念講演が開催されました。
　開講式では、それぞれの学部に入学する受講生のみな
さんをはじめ、市民の皆さんなど約 330 名が参加しまし
た。同総合大学学長池田市長による式辞や受講生代表あ
いさつなどが行われました。
　また、開講式終了後は、元 NHK スポーツキャスター
「杉山邦博」さんをお招きし、「大相撲放送 45 年　道を
極めた男たちの生きざまに学ぶ」と題しまして、ご自身
の様々な体験からのお話をされました。横綱や大関など
の名勝負の話に来場のみなさんは感動していました。

　６月 10 日、曽於市議会で「振り込め詐欺撲滅に関す
る決議」がされました。
　この決議は、近年、振り込め詐欺（オレオレ詐欺・架
空請求詐欺・融資保証金詐欺・還付金詐欺）による被害
が全国的に急増し、市民生活を脅かす大きな社会問題に
なっていますが、それを市民一丸となって立ち向かい市
民が被害に遭わない防止策を積極的に推進していこうと
という決議であります。
　振り込め詐欺は、人々の不安につけ込み、家族への愛
情を悪用して市民の財産を奪う卑劣な犯罪です。
　このような犯罪に巻き込まれないように、市民一人ひ
とりが関係機関が喚起する情報に敏感になり、常に注意
をしていくことが大事です。

道を極めた男たちを語る


