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市内各地から

薄紅色に斑点を彩り

芳しい香りに包まれ

︵鹿島町︶

大物を釣り上げて
大満足

８月2 日（土）・3 日（日）、こしきファミリ
ーフィッシング大会が行われました。漁船に
乗っての魚釣り大会では、家族で大物を釣り
上げる参加者がいたり、また、海辺の生物の
見学会や創作活動で浜辺にある玉石を使っ
ての携帯ストラップ作りも大盛況でした。

和み楽しませてくれるカノコユリ⁝

下甑

本市の市花に選定されています︒
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題
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早期発見・早期治療のために

年１回はがん検診を
受診しましょう。
肺がん検診（10 月川内会場実施分）
40 歳以上の方に受診票が届きます。下記のとおり実施しますので、ぜひ、受診してください。
なお、会場は居住する地域に関係なくどこでも受診できます（受診票を必ずお持ちください）。
月日
10/１
(水)

入来

⓭ 2008. ９.10 広報さつませんだい

宇宙を身近に
感じることができました

８月16 日（土）、八重山高原の国立天文台
周 辺 で、八 重 山 高 原 星 物 語 が 開 催 さ れ、約
2,100 人の来場者でにぎわいました。会場で
は、ペットボトルロケットなどの科学実験や
宇宙ロケットの模型展示も行われ、子どもた
ちは夢中になって楽しんでいました。

▲▶夜空を色鮮やかに
染める花火。お月さま
も眺めています。

▲会場に散乱したごみ
を拾い集めるボランテ
ィアスタッフ

８月 16 日（土）、西開聞町の川内川河川敷
で、恒例の川内川花火大会が行われました。
今回は大会 50 回を記念して 15,000 発の豪
快な花火が川内川と夏の夜空を鮮やかに彩
りました。最後には、迫力ある 5,000 連発
の花火が打ち上げられ、大勢の見物客から
は、大きな拍手と歓声がわいていました。
また、大会翌日の早朝には、小雨の降る
中 1,500 人を超えるボランティアスタッフ
が集まり、会場の清掃が行われ、大量のご
みが回収されました。来年はポイ捨てごみ
のないきれいな花火大会にしたいですね。

川内川と夏の夜空を染める豪快な１万５ ０００発の花火に魅了

街中を華やかな
七夕飾りが彩りました

８月９日（土）・10 日（日）、向田地区の中心
市街地商店街を会場に、一店逸品七夕市が開
催されました。各店舗前には、宮城県仙台市
から講師を招いて手作りをした七夕かざり
が飾り付けられ、風が吹くとサラサラと揺れ
て買い物客らの目を楽しませていました。

実施場所

,

10/２
(木)

13:30 〜 15:00 西方小学校

13:30 〜 14:20 平佐東地区コミュニティセンター
9:00 〜 10:10 三堂川排水機場

10/６
(月)
10/７
(火)

10:30 〜 11:20 ハイタウン平佐
13:30 〜 15:30

13:20 〜 15:40 川内保健センター
9:30 〜 11:00 陽成地区コミュティセンター
13:20 〜 14:30 羽田公民館
14:50 〜 15:50 五代町公民館
9:00 〜 11:00

10/８
(水)

13:30 〜 14:30

10/９
(木)

8:50 〜 11:20 プラッセ大小路食品館駐車場
13:30 〜 15:30 （若葉町）

10/10
(金)
10/14
(火)

ラークス川内店

9:30 〜 11:00 川内保健センター
13:30 〜 15:00 国分寺公民館
9:00 〜 11:30
13:30 〜 15:00

御陵下公園運動場会館

9:00 〜 10:20 水引地区コミュニティセンター
10/15
(水)

10/16
(木)

10:40 〜 11:30 川底集会所

実施場所

10:50 〜 11:20 京泊公民館
13:30 〜 14:20 港地区総合体育館
14:50 〜 15:40 浜田集会所

10/17
(金)
10/20
(月)

Ａコープ川内店（旧 AC プラザライ 10/21
ズ）
(火)

9:30 〜 11:00 峰山地区コミュニティセンター

時間
9:20 〜 10:30 網津集会所

10:40 〜 11:40 長野公民館（中村町）
14:40 〜 15:30 飯母・福元商店前

10/３
(金)

月日

9:30 〜 11:30 湯田地区コミュニティセンター
9:10 〜 10:10 楠元農業就業改善センター

川内

川内

時間

10/22
(水)
10/23
(木)
10/24
(金)
10/27
(月)
10/28
(火)
10/29
(水)
10/30
(木)

9:30 〜 11:00 プラッセ大小路食品館駐車場
13:30 〜 15:00 （若葉町）
9:30 〜 10:40 可愛小学校
13:30 〜 15:00 川内保健センター
10:00 〜 10:50 小倉公民館
13:30 〜 15:00 亀山地区コミュニティセンター
9:50 〜 11:00 クッキー宮内店
13:30 〜 14:10 亀山地区コミュニティセンター
9:30 〜 11:00 八幡地区コミュニティセンター
13:30 〜 14:10 杉ノ角会館
9:30 〜 10:30 吉川地区コミュニティセンター
13:20 〜 14:10 別府原広報研修館
14:40 〜 15:30 大島馬場公民館
9:00 〜 11:30
13:30 〜 15:30
9:30 〜 11:30
13:30 〜 15:00

川内保健センター
育英地区コミュニティセンター

9:30 〜 11:00 御陵下公園運動場会館
13:30 〜 15:30 川内保健センター
9:30 〜 11:00 城上地区コミュニティセンター
13:30 〜 15:00 高来地区コミュニティセンター

13:30 〜 14:20 湯ノ浦集会所
14:40 〜 15:20 平島集会所
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