
教育委員会各課のお知らせやお願い 
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８月の行事予定 
日 曜 行 事 
１ 土  

２ 日 枕崎の埋蔵文化財展ワークショップ「勾玉作り」 

３ 月 
南溟館休館日，図書館休館日 

中・高教諭パワーアップ研修（県総教セ）～７日 

４ 火 
南薩地区メディア教育研修（知覧中），人権教育指

導者育成研修会 

５ 水 
夏の就学相談会（１日目），子ども読書活動推進研

修会（地場産業振興センター） 

６ 木 

夏の就学相談会（２日目），フレッシュ研修（社会

教育関係），イングリッシュ・ディ・キャンプ（県

民交流センター） 

７ 金 
通学路安全推進会議，通学路合同点検①，未来を拓

く鹿児島の教育シンポジウム（県民交流センター） 

８ 土 
戦後復興 75 年のあゆみ～我がまちふるさと枕崎写

真展（～20 日） 

９ 日  

10 月 【山の日】 

11 火 
リフレッシュウィーク（～17 日） 

南溟館休館日，図書館休館日 

12 水  

13 木  

14 金 市民あいさつ運動の日 

15 土 青少年育成の日 

16 日 家庭の日，市民会館休館日 

17 月 南溟館休館日，図書館休館日 

18 火 
県学力向上フォーラム（姶良市） 

英語指導力向上研修会（姶良市） 

19 水  

20 木 
プログラミング教育に関する研修会，南薩地区人権

教育授業実践研修会 

21 金 市民あいさつ運動実施日 

22 土 海老原喜之助と郷土の群像展（～9/22） 

23 日 夏休み親子木工教室（南溟館） 

24 月 市校長研修会，南溟館休館日，図書館休館日 

25 火  

26 水 学校備品検査 

27 木 
英語に関する研修会，学校備品検査（予備日） 

教職員血液検査，教職員心臓検診 

28 金 

教職員血液検査，教職員心臓検診，第２回南薩地区

コアティーチャーネットワーク会議（指宿市ふれあ

いプラザなのはな館），地区学校安全教室(指宿市民

会館) 

29 土  

30 日  

31 月 南溟館休館日，図書館休館日 

※ 教育委員会の行事のうち，学校関係の主な行事を

掲載しています。変更になる場合もありますので，

予めご了承ください。 

 

 
      デマは拡散された～豊川信用金庫事件～ 

枕崎市教育委員会教育長 丸山 屋敏 
    

新型コロナウイルス感染症の入院患者の凄まじい闘病の
姿と，感染者を献身的に看護する医療従事者の姿がテレビ
で放送された。目に見えないウイルスと懸命に闘っている
患者，その患者を命掛けで救おうとしている医療従事者の
姿に心が震えた。しかし，インターネットの世界では，感
染者や医療従事者への誹謗，中傷，嫌がらせ等が止まない
と聞く。患者の心中を思うと憤りを禁じ得ない。 
こんな怒りにも似た気持ちの中で，「噂話には利子が付

く」「噂話には羽がある」という言葉が想い浮かんだ。前
者の意味は噂話が針小棒大となって広がるということ，後
者は噂話が際限なく広がるという意味である。 
そして，噂話に纏わる伝説的な出来事を思い出した。 
１９７３（昭和４８）年，愛知県豊川市で，「豊川信用

金庫が倒産する」という噂（デマ）が流れたことで取り付
け騒ぎが発生し，短期間に約２０億円もの預貯金が引き出
された出来事があった。この出来事は次のような経緯で，
世間を震撼させることになった。 
  登校中の国鉄（現ＪＲ）飯田線の車中で，豊川信用金庫
に就職が決まった女子高生Ａを，友人のＢとＣが「信用金
庫は危ないよ」とからかった。この発言は信用金庫の経営
状態が危ないという意味ではなく，「信用金庫などの金融
機関は，強盗が入ることがあるので危険なんじゃないの？」
という意味で，それすら冗談であった。しかし，Ａは真に
受けた。その夜，Ａから「信用金庫は危ないのか？」と尋
ねられた親戚のＤは，信用金庫は豊川信用金庫だと判断し
て，豊川信用金庫本店の近くに住む親戚のＥに，「豊川信
金は危ないのか？」と電話で問い合わせた。Ｅは美容室経
営者のＦに，「豊川信用金庫は危ないらしい」と話した。
やがて，主婦らの間で豊川信金の噂が話題になった。この
頃，噂は「豊川信用金庫は危ない」と断定調になった。豊
川信用金庫に客を運んだタクシー運転手によると，昼頃に
乗せた客は，「豊川信金は危ないらしい」，１４時３０分
頃の客は「危ない」，１６時３０分頃の客は「つぶれる」，
夜の客は「明日はあそこのシャッターは上がるまい」と，
時間が経つにつれて噂は誇張されていった。 
  豊川信用金庫はマスコミ各社に対して，全てがデマであ
ることを説明して報道による沈静化を試みた。警察もデマ
の伝播ルートを解明して発表した。同日の夜にＮＨＫが警
察発表のデマの伝播を報道して，騒ぎは収まった。 
枕崎市では，この騒動と似たような現象は起きていない

だろうか。私たちの街でこのようなデマが拡散することが
あってはならない。コロナ禍にあってはなおさらそう思う。 

「学びの組織活性化プロジェクト」始動！  
令和２年度は，枕崎中学校と立神中学校が学力向

上のための実践モデル校として，学力向上推進体制
を整備するとともに，組織的かつ総合的な学力向上
に向けた取組を実践していきます。 
枕崎中学校で実践された小・中が連携した「知識

構成型ジグソー法」の取組は，南日本新聞に掲載さ
れました。写真は，立神中学校の研究授業（英語科）
の様子です。授業をとおしてより効果的な校内研修
体制づくりに取り組みます。 

 

 

 
 
 

枕崎市では，全ての中学生が弁論に挑戦します。 
７月１４日(火)に予定していた枕崎市中学校弁論

大会は中止になりましたが，各学校で新型コロナウイ
ルス感染予防に留意しながら弁論大会が開催されま
した。それぞれに思いの詰まった弁論は，聞く人の心
を捉え，動かす素晴らしいものでした。 
また，中学校生徒連盟は，各学校の代表者の思いを

全ての中学校に届けるために，作品集と弁論の様子を
記録した DVDを作成することを決めました。 
コロナに負けず，工夫を凝らし，協力し合いながら

頑張る姿に，頼もしさを感じました。 

 

 

 
 

掲載作品名 

『海 風（ウミカゼ）』 
 

作 者 竹鶴 壽男 
     （ たけつる としお ） 
         出身：神奈川県 
 
所在地 駅通り(観光案内所) 
 

 ～作者からのメッセージ～ 

枕崎の「海の神」「風の神」を

イメージして制作しました。 

 

 

巻頭言 

～枕崎市教育委員会だより～ 

 

 
 ７月２１日（火）は，立神中学校にて給食センター
訪問を実施しました。各学校では，新型コロナウイル
ス感染症の感染予防対策を行いながらの給食を実施
しているところですが，訪問した立神中での取組の一
端を紹介します。 
〇 人数の多い学級はクラスを２つに分けて給食の実施 
〇 少人数による給食は，教室や特別教室，広いオープン
スペース等を利用 

 → 密閉・密集・密接の３密を防ぐとともに換気の徹底 
〇 給食後はおぼんをきれいに洗い，消毒液を浸したキッ
チンペーパーで消毒の実施 

○ おぼんはおぼんかごに入れ，最後はカバーで覆う 
〇 給食の時間は会話を控え，飛沫の防止 
〇 給食担当者を中心にした「給食に関すること」の計画
及び，全職員での共通理解と共通実践 

○ おぼん拭き用タオル，台ふき用タオルは，毎日，洗濯
機で洗って使用 
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生 

学 保
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７月に実施した，「家庭での過ごし方アンケート」

の自由記述の一文です。 
 
 
 
 
 
 
      
「ノーメディア・メディアコントロール」の取組

が，少しずつ花開いているのを感じる一文でした。 

給食センター訪問 

思いがあふれる弁論大会 

ちょっといい話！！ 

アートストリート作品紹介 

 

Message from Tyree Johnson (ALT) 
 Last year I came to Japan as an English teacher. I was 
lucky to come here at the end July, just as the Kibarankai 
festival was about to begin. Together, as we talked, drink, and 
danced, I was able to sense the honest kind spirit of this 
town. My experience as a teacher was very difficult at first, 
but seeing my students working hard gave me courage to 
work even harder. During this last year I’ve become to really 
love living in Makurazaki. I always feel relieved when I 
return back to Makurazaki from other cities in Japan. 
去年英語の先生として日本に来ました。幸運にも，来

たときは，ちょうど「きばらん海」の時季でした。みん
なと踊ったり，飲んだり，話したりすると枕崎の市民の
優しい心が伝わってきました。学校で教えるのは大変だ
ったけど，子供のがんばる姿が元気をくれました。この
一年で枕崎をすごく好きになりました。枕崎に他の町か
ら帰ってくるとホッとします。 
 
 
 
 

発行 枕崎市教育委員会 

枕崎市中央町 184 番地 

TEL 0993-72-0170 

FAX 0993-72-0677 

E-mail gakkokyoiku@city.makurazaki.lg.jp 

 

学級毎に全員が発表 

 

学級代表の熱弁 

「ノーメディアだよと声を掛け合って，何をす
る時間にするか話し合いをしました。お手伝いを
積極的にやってくれました。助かりました。「あ
りがとう」をいっぱい伝えることができる期間と
なり，少しでもこんな時間が増えたらいいなと思
います。（急な休校も，上手に時間を使えまし
た。）」（小学校１年生の保護者） 

 


