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特集 すなおにキビキビ体操が 完 成
新一年生＆新規採用職員紹介
シマの話題、私たちの健康
どぅくさむんがたり、お知らせ 、 ほ か
大和村長のフォトダイアリー、 ほ か

奄美大島の限られた地域のみに自生する
ワダツミノキ（絶滅危惧 IA 類）

制作者コメント

日

開饒神社にて撮影

大和村では、保健福祉課が主導となり、大和
村オリジナルの体操ソング「すなおにキビキビ
体操」と、それに合わせた体操を制作しました。
これはかつて製糖を奄美に伝えたといわれる直
川智をたたえつつ、健康増進を目指すために、
新型コロナウイルス感染症対応地方創世臨時交
付金を活用しています。
制作は「オール大和村で楽しんでつくろう！」
をコンセプトに、作詞は大和村文化財保護審議
委員の中山昭二さん、楽曲は公募により選ばれ
た「チームたま」の幸野成道さん、メインボー
カルは奄美歌謡歌手の中井真弓さんです。歌に
は村内の小学生たちの元気な声も含まれ、三味
線は郁島信介さん、チヂンは和泉豊一さん、ハ
ト笛は杉島大翔さん、掛け声には宮田益慶さん
と伊集院村長が参加。世代を超えて元気になる
ような、素晴らしい出来栄えになりました。
さらに体操の振付けは吉原磯美さんと和泉和
香さんらのダンスチームが中心に制作。こちら
は誰でも楽しんで体を動かせるように、イスに

座ってもできる座位バージョンと、立ってでき
る立位バージョン、そして少し難しいダンスバ
ージョンがあります。今後はでぃーまーじんい
きいき教室や村のイベントなどで踊ることがあ
るかもしれません。ぜひ多くの方にご覧いただ
き、自宅や集まりなどで体を動かしていただき
たいと思います。
また、昨年末から NPO 法人 TAMASU
が集落や景勝地を背景に撮影を行い、動画を編
集。２０２２年３月にとうとうミュージックビ
デオが完成しました。動画共有サービスサイ
ト YouTube（ユーチューブ）にて公開し
ています（右ページ Q R コードから見ること
ができます）。すなおにキビキビ体操 は０才〜
才までのたくさんの方にご協力いただきまし

うございました。

みなさんのご協力により、美しい
自然と、集落の風景、村民の笑顔あ
ふ れ る 動 画 が 完 成 し ま し た 。「 す な
おにキビキビ体操」を通じて村に住
む人たちが郷土に誇りを持ち、いつ
までも助け合って暮らせる大和村で
あって欲しいですね。

検索
すなおにキビキビ体操

すなおかわち

月
7

すなおにキビキビ体操
YouTube のリンク

た。出演してくださった皆様、本当にありがと

102

動画・撮影編集

２０２１年

この作品には歴史・文化・自然・

中村 修
NPO 法人 TAMASU 代表

結いの力といった大和村の宝がつま
っています。温かい心でご協力いた
だいた多くの皆様に、深く深く感謝
申し上げます。ぜひ大和村にお越し
いただき、この素晴らしさを現地で
味わってみてはいかがでしょうか。
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製糖を奄美に持ち込んだ直川智翁をたたえる大和村のご当地体操

保健福祉課長

早川理恵

すなおにキビキビ体操が完成！

企画発案・総監督

手踊りのような要素も含まれています。この体操が、皆さまの体を動かすきっかけになることを期待
しています。

１番
♪ キビキビ キビキビ キビキビ キビキビ
キビを持って振っているかのように腕を振る（左右）

♪ むかしむかしのやまとむら
たいしをいだくせいねんが
		

めざします

右に一歩足を出し、くるりと手を招く（左も）

♪ りゅうきゅうこくを

		

ながされて

リズムに合わせて元気よく足踏み

♪ あらしのうみに
右側を向き 手をぐるぐる回す（左も）

♪ ついたところが
右手の人差し指を立てて上に伸ばし、一回転

胸の前で腕をためて、大きく手足を開く

♪ いこくのち

＊サビ

♪ きびのふるさと
腕を振りながら手踊りする、足もつけて（左右）

やまとそん

やまとそん♪

腕をいきおいよく斜め上にあげる（左右）

ここはまほろば

（サビの前半を繰り返し）

		

２番

きびさいばいを

おれいにのうかで

ゆめたくし

まなびます

あせながし

かわちくん

さとうきびに
しまおこし

たすけられた

めざすあまみの
＊サビ

いしょうばこに

やがてかえれる

うえました

きびかくし

そのふねの

３番

いそひらばたけに
きびのなみ
きびのかみ

しまじまにそよぐ
ひらとみじんじゃ
＊サビ

※２番と３番のダンスもあります

踊ってみたよ、キビキビ体操！

の

月一回の夜間運動教室で踊られた方々の感想です

に設置しています。

まほろば館、大和村防災センター

村内では役場企画観光課と大和

返すきっかけになれば幸いです。

れる川智翁の偉業を、もう一度見

を開拓し、富をもたらしたといわ

掲載しています。奄美群島の産業

や神社の歴史、ゆかりの地などを

パンフレットには直川智翁の伝説

できま した！

パンフレット が

直川智翁

動画を大きい画面で見てみたいわ
踊りやすいし、覚えやすい！
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踊ってみよう！ キビキビ体操
キビキビ体操は、あらゆる年代の人が、楽しんで踊れる体操を目指して作られました。奄美らしく、

大和村職員の新メンバー
4 月から新規採用職員５名と、地域おこし協力隊１名を新たに迎えました。まだまだ未熟な新メンバー
ですが、職員一丸となって指導してまいります。応援をお願いいたします！
【私はこんな人です】①趣味・特技

②大和村が好きな理由

③お気に入りの場所

④無人島に持っていきたいもの

る

か

私はこんな人です。
①野球。大高野球部ＯＢで甲
子園出場しました！
②住民同士の仲が良いところ。
自然が豊かなところ。
③嶺山公園
④音楽プレーヤー

私はこんな人です。
①特技は水泳。韓流・華流ドラ
マ鑑賞・Ｋ Ｐ
- ｏＰが好きです。
②村民の方が優しくて温かいと
ころ。景色が綺麗なところ。
③国直ビーチのサンセット
④ナイフ

いく

木島 慧人

心豊

たく まし

かに

く

大和小学校
左から

村上 ひまり さん
じょうたろう

重信 承太郎 さん

は き き ら き ら ぴかぴか

大棚小学校

総務課 住宅・電算担当
奄美市出身（25 歳）大棚在住

住民税務課 税金窓口担当
奄美市出身（23 歳）奄美市在住

4 月 6 日、小学校の入学式が行われ、4 校に 11 名の新一年生が入学しました。よく学びよく遊ぶ元気な「大
和っこ」を地域で育んでいきましょう。登下校時に見かけたら、安全運転、声掛けなどをお願いいたします。

はき

きじま えいと

郁 瑠海

ご入学おめでとう

左から
う

か

藤村 樹花 さん
私はこんな人です。
①犬の散歩
②スポーツが盛んで、子ども
たちに親身になって指導して
くれるところ。
③奄美フォレストポリス
④お米

私はこんな人です。
①カフェ巡り・ドライブ
②海が近いところ。
③国直ビーチ
④無人島ガイドブック

ふじむら

じん

三島 神 さん
じんぱち

菊地 尽八 さん
か り ん

小川 華鈴 さん

みんなが

名音小学校

かつ ゆ う か

藤村 まりな

勝 優芳

保健福祉課 保健師 母子保健担当
龍郷町出身（26 歳）大棚在住

主 役 み ん な が N o. 1

保健福祉課 保育士 まほろば保育園
大阪出身（32 歳）名音在住

左から
てつはる

上野 鉄晴 さん
え

み

か

勝 恵美歌 さん
か い り

私はこんな人です。
①登山・物理・数学
②自然が豊で、いい人がたくさ
ん。美味しい食堂・お弁当屋さ
んがあるところ。
③大和ダム周辺がお気に入りの
ランニングコースです。
④犬・ナイフ・天体望遠鏡

私はこんな人です。
①旅行やライブが好きです。
②自然が多く落ち着いていると
ころ。地域の人も優しく接して
くれるのがうれしいです。
③海。泳いだり花火をした思い
出がたくさんあります。
④サバイバルキットと愛犬 匹

2
おおいし

ま

こ

大石 眞子
企画観光課 ふるさと納税担当
大棚出身（23 歳）大棚在住
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あ い だ りゅうじ

相田 龍二
地域おこし協力隊
奄美大島自然体験活動推進協議会事務局
新潟県三条市出身（24 歳）思勝在住

関 海琉 さん
ま

な

松本 真愛 さん

立神

島 唄 学 ぶ声
に響く
我 ら 夢 見 る 今里っ 子

今里小学校
たまき

永田 環 さん
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シマ
公民館講師に感謝
公民館講座で令和 3 年度まで長きにわたり
講師を務められた 3 名の先生方に、大和村中
央公民館から感謝状を贈呈しました。
伊集院京子さん（91 歳）は、平成 7 年か
ら編み物講座で講師を務められました。
五十嵐美代子さん（80 歳）は、平成３年度

林業の功績に表彰

からやすらぎヨーガ教室の講師を務められま
した。

名音集落で林業に従事されている福山東剛

また昨年急逝された宮田益慶さん（享年 74

新副村長に仲新城氏
令和 3 年度をもって泉有智前副村長が勇退

歳）には、平成 8 年から三味線と島唄を教え

さん（70 歳）が、奄美大島流域森林・林業活

され、令和 4 年 4 月 1 日より、仲新城長政氏

ていただきました。宮田さんは、今里小学校

性化センターより森林・林業功労者として表

が副村長に就任しました。任期は 4 年間です。

の児童も指導されていたことから、今里小の

彰を受けられました。福山さんは、平成 18

校長からも感謝状が贈られました。

年より森林整備事業に従事し、20 年に株式会

59 年から平成 30 年までの 34 年間、村職員

社名音森林総合開発を設立。シキミや椎茸の

として村づくりに携わり、要職を歴任。退職

なる姿で多くの受講生を導いてくださいまし

特用林産の生産も行うなど、地域林業の発展、

後は、中央公民館館長等を務められました。

た。ありがとうございました。

森林の公益的機能の維持増進に大きく貢献さ

3 名の先生方は、まさに生涯学習の手本と

れています。

それぞれの講座は新たな講師が引き継いで

福山さん、誠におめでとうございました！

います。

仲新城副村長は、思勝出身の 64 歳。昭和

「伊集院村長が進める施策の実現に向け、村
長を補佐し職員と一体となって、誠心誠意頑
張っていく覚悟です。」と抱負を語りました。

タブレットを学習に活用
大棚小では、昨年度に配置したタブレット

端末を活用し学習効果を高める取組みを進め
てきました。同校の玉井祐介教諭によるこの
取組みの記録が、令和 3 年度奄美教育実践記
録で特選に選出され、大棚小が学校賞を受賞。
どちらも５年連続の選出です。

大和川のこいのぼり

9

車椅子贈呈に感謝

授業中に情報を検索したり、発表する資料
を作成したりするほか、体育でも逆上がりの

4 月下旬、子どもの日を前に大和川にたく

4 月 28 日、株式会社奄美リサイクル（代表

様子を動画に撮りコツを研究するなど、様々

さんの鯉のぼりが設置されました。設置した

荒川直文氏）より車椅子 10 台が寄贈されまし

な場面で活用を進めました。取組みを通じて

のは、大和村に住むメンバーで構成された有

た。贈呈式には同社から 3 名が訪れ、大和村

児童の情報活用能力、学習意欲の向上が見ら

志団体「大和ショッカーズ」。村内の清掃作

出身の工場長 梅田 健二さんが「大和村のお役

れたとのことです。玉井先生は、「タブレッ

業を行ったり、クリスマスに子どもたちへ

に立てるものをと考え車椅子を贈呈すること

ト端末は道具のひとつ。使用自体が目的では

プレゼントを配ったりと、村を明るくする活

にしました。」と述べられました。伊集院村長

なく、学習の基盤となる情報活用能力を高め

動を行っています。2 年目となる今回は、昨

が「大変ありがたい。村内各施設で活用させ

ることが大切。試行錯誤しながら、小規模校

年家庭から募った不要になった鯉のぼりのほ

ていただきます」と感謝の言葉を伝えました。

の良さをいかし学校全体で取り組んできた。

か、保育所の子どもたちが作成したものも飾

大和の園と社協に各３台、国直、戸円、大金

今年度は情報モラルを守りながら学年に応じ

られています。大小様々な鯉のぼりが風に泳

久の公民館、役場庁舎に各一台を配置し活用

た活用能力を身に付けられるよう取り組んで

いでいました。

しています。

いきたい。」と抱負を述べられました。

広報やまと 5 月号

机の前にタブレット端末を常設したことで、いつでも手
に取れる文房具の一つとして利用できる。

タブレット端末を利用し調べた内容を、資料にまとめ発
表を行う様子。

写真提供：大棚小学校
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連載 8

脈を測ってみよう

私たちの健康

保健福祉課

シマ

電話 57-2218

大和村の医療状況と健診結果から、
みなさんと健康について考えていきます。

医師

脳血管疾患や急性心筋梗塞など血管が詰まる病気で亡くなる方が多い大和村。
これまでは、高血圧の話など血管、血圧にまつわる話題をお届けしました。
今回は、血流を調べる「検脈」についてです。

や

看護

師がするこ れ

↓

検脈とは…
血液の流れを指先で脈拍として感じ、血液の流れ
に乱れはないか、不整脈はないかを観察すること。
血流が乱れると血栓ができやすくなり、脳梗塞や
心不全を引き起こすことも。
検脈で早期に不整脈を発見することが大切です！

3 年ぶりのソフトボール
新型コロナ感染症の影響で開催が見送られ
ていたナイターソフトボール春季大会（村ソ
フトボール連盟主催）が３年ぶりに開催とな
り、９集落 10 チームが参加。トーナメント
形式で熱闘を繰り広げました。
4 月 25 日に行われた決勝戦は、大棚Ａ 対
大和浜。激戦を制したのは、大棚Ａチームで、

やってみよう！ 検脈

13 回連覇となり記録を更新しました。最優秀
選手は杉島勇さん（大棚Ａ）でした。

手首の内側の親指の付け根側でドクドクと脈を感じるところ
を探します。脈拍数や間隔が規則的かどうかを確かめます。
人差し指、中指、薬指を少し立てて触れると脈拍を感じやす
くなります。

♩

規則的な脈

♩

♩

♩

♩

♩

♩…

トン・トン・トン・トン・トン・トン・トン…
一定の間隔で 1 分間に 50 ～ 90 回

♩ ・・・ ♪♩

不規則な脈

♩

♩

♪ ・・

♩…

トン・・・ トトン・トン・トン・トッ・・トン…
間隔が不規則・リズムが不安定

不規則な脈が続いているときは、かかりつけ医へ相談を！

水辺の広場 整備開始
ふるさと納税の寄付金で再整備を行ってい
る奄美フォレストポリスの水辺の広場で、4
月上旬、池の状態を把握するために水中の草
刈り作業を行いました。池底には土砂ではな
く腐葉土が堆積していること、水を取り込む
と写真のように水路を通じて水がたまること
が判明しました。今後は、安定的に水量を確
保するために取水口の位置を調整する工事、
蛇行している水路の整備などを予定していま
す。

快適なキャンプを

奄美フォレストポリスにグランピング風バ
ンガロー（小）３棟が新設されました。テン
トと併用でき、定員は 3 名。バンガロー内に
はソファベッド、折り畳み簡易ベッド、エア
コン、冷蔵庫が設置されており、キャンプの
ワイルド感も室内の快適さも楽しめる作りで
す。別料金でテントや寝袋等の貸出も可能。
奄美フォレストポリスの宿泊基本料金は、村
民には半額割引があります。旅行気分で大和
村の自然を体感してみませんか。

あなたの脈は
どうだった？

血流の乱れを早期に
発見・治療
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脳梗塞や心臓の
病気を予防

宿泊基本料金（村民は半額になります）
バンガロー大（定員 18 名） ２万円
バンガロー中（定員６名） １万円
バンガロー小（定員３名） ５千円
利用料金（利用人数分かかります）
大人（中学生以上）1,000 円
子ども（小学生）
700 円
幼児（2 歳～６歳） 500 円
乳児（2 歳未満）
無料

広報やまと 5 月号
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●教 育 委 員 会 よ り

Vol. 36

肺炎球菌ワクチン接種の薦め
肺炎は日本の死因の第 3 位である主要

けてきて、すぐに近くの ATM へ行く

文／小川 信

歳となる方と、
60 歳から 65 歳未満の方で、

な疾患です。死亡数の 95% を 65 歳以上

心臓、腎臓、呼吸器の機能や、免疫の機

が占めています。65 歳以上の方々におい

能（ヒト免疫不全ウイルスによる）にあ

ては、肺炎球菌が肺炎の原因菌の第 1 位

る程度の障害がある方は定期接種の対象

を占めています。

となります。

肺炎球菌ワクチンを接種することによ

稀に報告される重い副反応としては、

り、約 5 年間、肺炎球菌による肺炎の発

アナフィラキシー様反応、蜂巣炎様反応

症リスクを下げることができます。高齢

等がありますが、ほとんどの方が安全に

者を対象とした肺炎球菌の定期接種は、

接種できています。肺炎球菌ワクチン接

平成 26 年から開始されています。2023

種については、保健福祉課または診療所

年度までは、該当する年度に 65 歳、70 歳、

にお問い合わせください。

75 歳、80 歳、85 歳、90 歳、95 歳、100
参考文献
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/
kenkou/kekkaku-kansenshou/haienkyukin/index_1.html

事故を回避！ツアーを安心安全に
で責任の重さはほぼ変わらないという

主催の「ガイドツアー等におけるリスク

こと、子どもへのツアーはより安全に配

マネージメント研修」が大和村防災セン

慮しないといけないため大人よりも労

ターで開催されました。冒険家でもある

力と人員がかかること、ガイドが自分を

かごしまカヤックス代表の野元尚巳さ

守るためにも資格を取得したり講習な

んを講師に、3 時間にわたり安全対策の

どを受講しておくこと、でした。

●住 民 税 務 課 よ り

【無料法律相談のご案内】

奄美市と鹿児島県弁護士会が共同で毎

月３回開催しており、大和村民も無料

基本や、事故が起こったらどんな責任が
発生するかなど学びました。
特に印象深かったのは、事故が起こっ
た時、プロとアマチュアとボランティア

ツアーの品質の向上は、価格の向上を
可能にし、ガイドの地位の向上にもなり
ます。観光業者同士が協力して危機管理
に努める大切さを実感しました。

大和村集落まるごと体験協議会の活動レポート

5 月 30 日、あまみ大島観光物産連盟

日本一ゆっくりできる
ロングステイの村をめざして

らの点に注意して早めの避難を心がけま

しょう。

土砂災害の前兆現象

！

よう指示し、お金を振り込ませるといっ

た方法でだましてきます。

すぐにお金を振り込まない、すぐに家

で相談することができます。※時間は

分です。
（事前に相談内容をまとめて

おくと効率的です。同じ人が続けてお

申込みされることはご遠慮いただいて

います。
）

【予約】奄美市役所市民協働推進課

電話０９９７ ５
- ２ １ｰ１１１

【お問い合わせ】大和村役場住民税務課

電話０９９７ ５ｰ７ ２ｰ１２７

●奄 美 海 上 保 安 部 よ り

【海上保安官を募集しています】

海上保安学校学生採用試験（２０２３年

４月入学）と海上保安大学校学生採用試

験（２０２３年４月入学）を行います。

試験の詳細につきましては、第十管区

海上保安本部総務部人事課（☎０９９‐

２５０‐９８００）にお問い合わせいた

だくか、人事院 HP「国家公務員採用

情報 NAVI」をご覧ください。
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【スポーツ安全保険の
加入者募集】

スポーツ安全保険は、スポーツやボラ

族や警察に相談するようにしましょう。

地すべり
・わき水が増える
・地面にひび割れや段差ができる

設置が必要な場所は、 ひもを引っ張ったり、ボタ
寝室・階段等※です。 ンを長押しすると、音声な
※階段は、寝室が２階以上 どで正常に作動するかどう
にある場合に必要です。
かを知らせてくれます。

がけ崩れ
・小石が落ちてくる
・斜面から水がわき出る

■点検方法

ンティア活動中に発生した事故に対し

て補償する制度です。万が一に備えて加

入されることをおすすめします。

◇保険期間 掛金納入日翌日～令和５

年３月 日

◇加入対象 スポーツ・文化・ボランテ

【問合せ先】大島地区消防組合 大和消防分駐所
電話 0997-57-2219

寝室

海上保安庁
採用情報ページ

ィア活動などを行う４名以上のアマチ

すべての住宅に住宅用火災警報器が義務付けられ、
令和４年６月１日で１３年が経過しました。

土石流
・川の流れが濁り、木が流れてくる
・雨が降り続いているのに、川の水が
減る

10 年たったら交換を！

階段

ュアの団体やグループ

●建 設 課 よ り

【早めの避難を心がけましょう】

６月は、土砂災害防止月間です。梅

雨に入り、集中豪雨などによる土砂災

害が心配されます。大雨や台風、地震

などによる土石流や崖崩れ等の土砂災

害が発生すると、多くの尊い人命が失

われます。土砂災害から生命を守るた

め、日頃から次の点に注意しましょう。

①雨の降り方に注意しましょう
②土砂災害の前ぶれを知っておきまし
ょう
③危険箇所を知っておきましょう
④避難場所を決めておきましょう
⑤逃げ方を知っておきましょう
被害を最小限に抑えるために、これ

後援

■設置する場所（例）
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鹿児島県金融機関防犯協議会・鹿児島県警察本部

九州一斉
住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン実施中！

※住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切
れなどで火災を検知しなくなることがありますので、機器本
体を取り替えましょう。

◇加入方法 インターネットによる加

入が原則です。ただし今年度に限って鹿

児島銀行各支店に備え付けの加入依頼

書による加入もできます。

その他内容の詳細については、公益財

団法人スポーツ安全協会ホームページ

をご覧ください。

◆問合せ先 大和村教育委員会

電話 ０９９７‐５７‐２１５４

●奄 美 警 察 署 よ り

奄美警察署・奄美大島防犯団体連絡

協議会からのお知らせです。

県内では、うそ電話詐欺による被害

が多発しています。

特に、役場職員を装って、介護保険

の還付金があるなどとうその電話を掛

【詐欺被害を防ごう！】

知

文／事務局 三田もも子
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企画観光課より助成制度のお知らせ

Happy 1st Birthday

住宅改修事業助成金
村内の住居・空き家の改修にかかる費用の一部（上限 50 万円）を助成します。

新築住宅助成金
村内に 50㎡以上の新築住宅を建てた方に 100 万円を助成します。

おめで

1 さい おめでとう

「これからも周囲を明るい笑顔で癒し
すくすくと健康に育ってください。
生まれてきてくれてありがとう♡」

廃屋等対策助成金
村内の廃屋を防災、防犯上の理由で取り壊す場合、費用の一部（上限 50 万円）
を助成します。

y 1st Birthd
p
p Children are Precious

写真と

共に村
長の活
報告い
動を
たしま
す。

こせきの窓
人口
男

1429 人 （± 0）

大和村長のフォトダイアリー
昨年、７月 26 日に奄

715 人 （△ 3）

美大島・徳之島・沖縄島

女
714 人 （＋ 3）
世帯 858 世帯 （△ 3）
４月 30 日現在
（前年同月比）

北部・西表島が世界自
然遺産に登録されまし

④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
⑤その他、大和村から提出の案内があった方

【問合せ】保健福祉課

広報誌送付謝礼
ありがとうございます

3

月号

博 様（奄美市）

令和元年度

久野

里見 弘壽 様（奄美市）

ご結婚おめでとう
ございます

福長 直大さん（今里）
保 彩さん（奄美市）

お悔やみ申し上げます

福原 鐵二 様（ 歳・名音）

松元 道義 様（ 歳・湯湾釜）

戸内 辰二 様（ 歳・戸円）

85 85 95

石塚 タカ 様（鹿児島市）

令和２年度

斎藤 好子 様（神奈川県）

屋島 イナヱ 様（ 歳・大金久）

87

電話 0997-57-2218

森 節子 様（岡山県）

日髙 和好 様（ 歳・戸円）

86

安原 源昭 様（鹿児島市）

屋田 喜美子 様（ 歳・奄美市）

今井 喜秀幸 様（ 歳・大棚）

83 87

福永 純一郎 様（指宿市）

今井 秀文 様（知名町）

元 善二 様（東京都）

香典返し
（社会福祉協議会へ）

永田 仲麿 様（故 永田大将様）

令和３年度

日髙 ナスノ 様（故 日髙和好様）

石塚 タカ 様（鹿児島市）

今田 実 様（兵庫県）

屋島 博之様（故 屋島イナヱ様）

ただきますようお願いいたします。

48

堀川 喜世子 様（大阪府）

環境保護にご理解をいただき、できることから取り組んでい

今井 ツヤ子 様（故 今井喜秀幸様）

下記に連絡をお願いします。

里原 廣光 様（神奈川県）

なくてはならないとの思いから、今年から担当課のみならず

ふるさと納税
ありがとうございます

活動を行っておりましたが、これまで以上に取り組んでいか

津村 俊二 様（滋賀県）

たところです。大和村では、これまでも環境省と連携し保全

3

児玉 敬子 様（神奈川県）

が環境保全に取り組むことが重要であると改めて気づかされ

3

川畑 和昭 様（奄美市）

れたことで、この自然を守っていくために私たち一人ひとり

全庁体制で毎月の作業を予定しております。村民の皆さまも

広報やまと 5 月号

③離婚協議中で配偶者と別居されている方

藏滿 逸司 様（沖縄県）

15

ように私たちにとって身近な自然が世界の宝であると認めら

アマミノクロウサギの死体を見つけたら

奄美野生生物保護センター
電話 0997-55-8620

②支給要件児童の戸籍や住民票がない方

芝田 麻里 様（東京都）

2022 年 5 月 11 日現在

①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大和村と異なる方。

和田 友則 様（東京都）

不明・その他 37 件

大和村では令和４年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を
不要とします。ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

掲載を希望されない
寄附者様
名

今年 18 件

児童手当の現況届の提出が不要になります！

河野 達人 様（日置市）

辺に「奄美フォレストポリス」が森林公園として整備されて
キャンプ場としても多くの方々に利用されております。この

アマミノクロウサギ事故件数

保健福祉課よりお知らせ

広報誌送付謝礼をお寄せいた
だいた方々のご芳名の掲載が、
令和元年度 月号から漏れてお
りました。大変申し訳ございま
せん。令和４年 月号までに掲
載すべきでしたご芳名を掲載い
たします。
今後このようなことのないよ
う、チェック体制の強化を図っ
てまいります。

奄美の最高峰湯湾岳周
おり、レクリエーション施設のほか、生き物観察学習の場や

ストップ
ロードキル

【問合せ】企画観光課電話 0997-57-2117

た。大和村は豊かな自然
に囲まれた地域であり、

クロウサギ
横断中

助成には諸条件がありますので、事前にお問合せください。

ay

こ

「食べるの大好きな元気っ娘！
これからもたくさん食べてたくさん遊
んでスクスク育ってね！」

い

父 正望さん
母 彩香さん（湯湾釜）
保護者からのコメント

う
と

父 慶輝さん
母 悠里さん（大和浜）
保護者からのコメント

村田 明 介 さん

Ha

福永 あさ芭 さん

めいすけ

1さ

は

歳おめでとう

1

広報やまと 5 月号

14

の方はここから大和村ホームページへ簡単にアク

発行・編集 大和村役場企画観光課
〒 894-3192 鹿児島県大島郡大和村大和浜 100 番地

セスできます。それ以外の方は直接 URL を入力し

TEL 0997-57-2111

てアクセスしてください。

mail: kikaku@ vill. y amat o . lg. j p

←バーコード読み取り機能付き携帯電話をご利用

（http://www.vill.yamato.lg.jp）

FAX 0997-57-2161

h t t p: / / w w w. vill. y amat o . lg. j p

