
今月のテーマ 夏は天王山！！ 夏期講座は 8/5 から。夏は天王山！！ 夏期講座は 8/5 から。

　花火の歴史は1543年の鉄砲伝来とともに、火
薬の配合が伝えられたことに始まります。打ち
あげ花火の玉は、導火線、割薬、星、玉皮など
で作られていますが、花火の色は星の部分で付
けられます。赤はスト
ロンチウム、緑はバリ
ウムといった金属化合
物の炎色反応によって、
発色します。夜空を彩
る花火は化学反応の組
合せです。

花火と化学の仕組み

散れば咲き  散れば咲きして  百日紅
加賀 千代女

　7/1 に、2019 年度第 2 回目のちゅらゼミを開催しました。その
名も「久米島美術館へようこそ」。グループに分かれながら、お題と
なる絵を見て、絵が表現しているストーリーを考え、それを話し合
うといったもの。一つの絵を見ても、解釈や考える世界観が全く違
うことも。参加した高校生たちは、そんな違いを受け入れ、多様性
と新たな価値観の創出などといった気づきを得ました。

　8/17,18 は久米島祭りですね。久米島が一番熱く盛り上がる日と
いっても過言ではないと思います。花火が夜空を彩り、散っては咲
きを繰り返して、夏の情景を私たちの心に印象付けてくれることで
しょう。この時期は、受験生にとって非常に大切な時期です。
　長期休暇に入って勉強漬けの毎日、なかなか成果が上がらない、
問題にチャレンジしても解けるようになった気がしない、といった
不安やストレスを抱えることもあると思います。上記の句は、中国
は唐代の宮廷でよく植えられた百日紅を詠んだ歌です。百日紅や花
火のように、花を咲かせるまでは 蕾のままじっと耐え、その時が来
たら立派に堂々とした花々を咲き誇らせてください。頑張れ受験生。

ちゅらぜみ　～久米島美術館へ ようこそ

　久米島へ来て、一番最初に心惹
かれたのは、「色」でした。咲い
ている花の鮮やかさ。そして、大
地と比べて、空の比率はなんて大
きいんだろう！と驚きました。塾
へ来ている高校生は久米島が好きで、将来島を盛り上
げたいと考えている子が 多く、そうした生徒たちの将
来を応援することは、私の誇りでした。生徒を含め、
島の方々と接する中で、私の心は着実に彩が増しまし
た。ありがとうございました！

推薦・AO 入試まで意外と時間ない！

1年生も夏休み頑張ります！

さる　す　べり

退任の挨拶
森　 春 佳　（2019.7 月末日退任）

お問い合わせ
☎ 070-3802-2739　　E-Mail：kumejuku@gmail.com
フェイスブックも更新中　「久米島学習センター」で検索！

フェイスブック
QRコード

久米島学習センター通信
全国有数の町営塾が久米島高校生と共に成長していく様子をお伝えする記事です。

第48号

勉強に関するご質問など、お気軽にお問い合わせください！スタッフが丁寧にお答えします！

　農業委員会総会（許認可業務の審議会）が開催されました。
　町農業委員会では、５月24日仲里庁舎において、令和元年度第２回農業委員会総会を開催し、
申請のありました案件を審議しました。

　①　農地法第３条の規定による許可申請　　　　　　　→２件　審議の結果許可されました。
　②　農用地利用集積計画（案）に係る意見決定について→２件　審議の結果許可されました。

１．加入保険の変更等、受給資格者証の記載事項の内容
が現状と異なる場合は、変更届を提出してください。

　 　例えば･･･国保から社保に変わった等、加入保険の
変更が生じたら速やかに変更届の提出もお願いしま
す。

２．転出する際には、必ず受給資格者証を返納してくだ
さい。お住まいの住所と受給資格者証の住所が違う場
合は、受給資格者証は使えません。使えた場合でも、
後日、転出元の市町村から医療費の返還が求められる
ことになります。

１．高額な医療費が見込まれる入院時には、高
額療養費限度額認定証の手続きも忘れずにお
願いします。限度額認定証の発行は保険証の
発行機関にご相談ください。

２．学校、保育園等でけがをした場合、こども
医療費助成制度ではなく、独立行政法人日本
スポーツ振興センターの災害共済給付制度が
優先され、保護者に対して給付金（災害共済
給付）が支払われます。手続きについては学
校、保育園等にお問い合わせください。

令和元年度第４回（７月）農業委員会総会の開催日 →　7月25日（木）
許可申請書及び届出書等の申請締め切り日 →　7月16日（火）

お問合せ　農業委員会　☎985－7134

　こんにちは、ハウスマスターです。
　久米島高校に通う離島留学生のうち29名は、仲
泊にある「じんぶん館」という公営塾も併設した
白い建物で共同生活をしています。
　寮生活では、掃除や洗濯はもちろん、寮生活の
ルール作りも寮生自身で話し合い決定しています。
　これから、じんぶん館だよりを通じて、寮生の
久米島での日々を、寮生視点で発信していきたい
と思います！

2019 年在寮生集合写真

定員：32名（男女各16名）
部屋：4人部屋
設立：2016年4月

じんぶん館外観・概要 じんぶん館データ①

入寮者数
じんぶん館データ②

在籍している寮生の出身地
全国各地、

14都道府県から

集まっています！

次号は寮生を見守る
スタッフたちの紹介です。
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    2名

こども医療費助成　受給資格者証について こども医療費助成　その他

第1号
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今月のテーマ 夏は天王山！！ 夏期講座は 8/5 から。夏は天王山！！ 夏期講座は 8/5 から。

　花火の歴史は1543年の鉄砲伝来とともに、火
薬の配合が伝えられたことに始まります。打ち
あげ花火の玉は、導火線、割薬、星、玉皮など
で作られていますが、花火の色は星の部分で付
けられます。赤はスト
ロンチウム、緑はバリ
ウムといった金属化合
物の炎色反応によって、
発色します。夜空を彩
る花火は化学反応の組
合せです。

花火と化学の仕組み

散れば咲き  散れば咲きして  百日紅
加賀 千代女

　7/1 に、2019 年度第 2 回目のちゅらゼミを開催しました。その
名も「久米島美術館へようこそ」。グループに分かれながら、お題と
なる絵を見て、絵が表現しているストーリーを考え、それを話し合
うといったもの。一つの絵を見ても、解釈や考える世界観が全く違
うことも。参加した高校生たちは、そんな違いを受け入れ、多様性
と新たな価値観の創出などといった気づきを得ました。

　8/17,18 は久米島祭りですね。久米島が一番熱く盛り上がる日と
いっても過言ではないと思います。花火が夜空を彩り、散っては咲
きを繰り返して、夏の情景を私たちの心に印象付けてくれることで
しょう。この時期は、受験生にとって非常に大切な時期です。
　長期休暇に入って勉強漬けの毎日、なかなか成果が上がらない、
問題にチャレンジしても解けるようになった気がしない、といった
不安やストレスを抱えることもあると思います。上記の句は、中国
は唐代の宮廷でよく植えられた百日紅を詠んだ歌です。百日紅や花
火のように、花を咲かせるまでは 蕾のままじっと耐え、その時が来
たら立派に堂々とした花々を咲き誇らせてください。頑張れ受験生。

ちゅらぜみ　～久米島美術館へ ようこそ

　久米島へ来て、一番最初に心惹
かれたのは、「色」でした。咲い
ている花の鮮やかさ。そして、大
地と比べて、空の比率はなんて大
きいんだろう！と驚きました。塾
へ来ている高校生は久米島が好きで、将来島を盛り上
げたいと考えている子が 多く、そうした生徒たちの将
来を応援することは、私の誇りでした。生徒を含め、
島の方々と接する中で、私の心は着実に彩が増しまし
た。ありがとうございました！

推薦・AO 入試まで意外と時間ない！

1年生も夏休み頑張ります！

さる　す　べり

退任の挨拶
森　 春 佳　（2019.7 月末日退任）

お問い合わせ
☎ 070-3802-2739　　E-Mail：kumejuku@gmail.com
フェイスブックも更新中　「久米島学習センター」で検索！

フェイスブック
QRコード

久米島学習センター通信
全国有数の町営塾が久米島高校生と共に成長していく様子をお伝えする記事です。

第48号

勉強に関するご質問など、お気軽にお問い合わせください！スタッフが丁寧にお答えします！

　農業委員会総会（許認可業務の審議会）が開催されました。
　町農業委員会では、6月25日仲里庁舎において、令和元年度第3回農業委員会総会を開催し、
申請のありました案件を審議しました。

　① 農地法第３条の規定による許可申請　　　　　  →４件　審議の結果許可されました。
　② 非農地証明願いについて    →２件　審議の結果許可されました。

令和元年度第５回（８月）農業委員会総会の開催日 →　8月26日（月）
許可申請書及び届出書等の申請締め切り日 →　8月15日（木）

お問合せ　農業委員会　☎985－7134

　こんにちは、館長＋ハウスマスターsです。今私たちは、29名の離島留学生の島暮らしと学校生活をサポー
トしています。身元引受人さんや地域の方々のご支援に支えていただいているおかげで、寮生一人ひとりに
目を配ることができています。これからもどうぞよろしくお願い致します。

次号からは、
寮生の執筆です！

第2号

じんぶん館ブログ “離島留学生の日々” が魅力化HPにてリニューアル！是非こちらも読んでください。→

今年、寮生と一緒に
挑戦したいこと！！

夏から念願の三線を習い始
める予定です。
生徒と一緒に安里屋ユンタ
を演奏できるよう、頑張り
ます!!

久米島生活5ヶ月…
車生活になってから運動
不足を感じています
寮生パワーをもらって、
トレーニングを頑張りた
いです!!

「新鮮な野菜や久米島特有
のハーブを使った料理に挑
戦したいです！最近は生徒
と製麺機でパスタを作る計
画を立てています。

健康づくりのためにウォーキ
ング　を始めたストレス解消
にもなるので一石二鳥♪寮生
も久米島マラソン目指してガ
ンバロー !!館長

平良 朝春
館長
平良 朝春

1年目
ハウスマスター
上山 亜紗実

1年目
ハウスマスター
上山 亜紗実

2年目
ハウスマスター
内村 未来

2年目
ハウスマスター
内村 未来

2年目
ハウスマスター
的場 陽子

2年目
ハウスマスター
的場 陽子

次の３つの要件を満たす方であれば、どなたでも加入できます。
　　① 年間60日以上農業従事
　　② 国民年金　１号被保険者（保険料納付免除者を除く）
　　③ 60才未満

　●積立て方式で安心
　●加入・脱退も自由
　●保険料は全額社会保険料控除
　●農業の担い手には保険料補助
　●終身年金　80歳までの死亡一時金あり

農業者年金の内容やご相談については、最寄りの農業委員会か
JAまたは農業者年金基金までお問合せください。
独立行政法人 農業者年金基金　☎03－3502－3199（専門相談員）

老後の備えとして 農業者年金
どんな人が加入できるの？

農業者年金の特徴は？
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