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バスケットを通じて相互交流

03 第９回長洲小学校ミニバスケットボール交流大会

勝利に向かってゴールへシュート

Town News

「第９回長洲小学校ミニバスケットボール交流大会」
（長洲
町バスケットボール協会、小学校ミニバスケットボール部主
催、教育委員会後援）は 12 月 21 日、腹栄中学校で開催され
ました。同日は、町内４小学校のミニバスケットボール部が
出場。主に６年生が出場するチャンピオンシップ、５年生が
中心のフレンドシップ、３・４年生によるキッズの部に分か
れて行われ、元気にコートを駆け回る姿が見られました。
なお、大会結果は以下の通りです。
■チャンピオンシップの部 ■フレンドリーシップの部
優勝
長洲Ａ
優勝
腹赤Ｂ
準優勝 六栄Ａ
■キッズの部
３位
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準優勝 六栄Ｄ

地域で活用してほしい

04 土地を寄贈した木下英夫さん（西新町）に感謝状の贈呈

Town News

01 平成 26 年長洲町消防出初式

「平成 26 年長洲町消防出初式」は 1 月 12 日、六栄小学校
で行われ、寒空の下、命を守る防災への決意を新たにしました。
同式典には町消防団をはじめ、▶ 有明広域行政事務組合荒
尾消防署長洲分署▶町内幼稚園▶保育所園児で構成される幼年
消防クラブなど約 600 人が参加。通常点検、園児による演技、
玉落としなどが行われました。中逸町長は「今年も町、長洲
町消防団が一致団結し、住民の生命・財産を守るために、不
断の努力を続けてまいります」と話し、町の安心と安全への

感謝状を手にする木下さん（左）
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思い出の品々を見て懐かしむ

05 新成人がタイムカプセルを開封

日本消防協会長表彰
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水の大切さをポスターにして

02「水または地下水に関するポスター」で

タイムカプセルは同クラブが小学校の思い出を新成人に
なったときに懐かしんでほしいと、卒業を記念して 10 年以上
前から贈っているものです。同日は 8 年前に自分がタイムカ
プセルの中に入れた品を見ようと、各小学校には多くの人が
集まり、自分に宛てた手紙や当時の宝物を見てほほ笑む新成
人の姿が見られました。
思い出の品々を手にした新成人からは「昔を思い出して懐
かしくなった」「思い出の品を大切にしたい」などの声が聞か
れました。

熊本県消防協会玉名郡市部長表彰

（勤続章）30 年以上の模範団員
馬場
勝 杉浦 健一

長洲有明ライオンズクラブ（宮川勉会長）と町内小学校卒
業の新成人は 1 月 11 日、町内 4 小学校で 6 年生時に封をし
たタイムカプセルを開封しました。

思い出の品々を手に取って懐かしむ新成人たち

決意を述べました。
なお、同式典の中で表彰された優良団員と玉落とし競技の
結果は次の通りです（敬称略）

グラウンドに整列する消防団員たち

杉浦
腹赤新町区内の土地（657㎡）を町に寄贈した木下英夫さ
ん（西新町）に１月８日、中逸町長から感謝状が贈呈されま
した。
感謝状を受け取った木下さんは「家族と相談し、町に寄贈
させてもらいました。地域で活用いただけるとうれしく思い
ます」と話すと、中逸町長は「ありがたいお気持ちに感謝い
たします。大切に使わせていただきます」とお礼を述べました。

寒空の下、防災の決意新たに

会長賞を受賞した 原さん

原 有希さん（上沖洲）が会長賞を受賞

荒尾・長洲地域地下水利用対策協議会が募集した「水または地
下水に関するポスター」で、応募作品 47 作品の中から 原有希さ
ん（上沖洲）が荒尾・長洲地域地下水利用対策協議会長賞を受賞
しました。
これは、限りある貴重な資源である「水」に子どもの頃から関
心を持ってもらおうと、同協議会が毎年募集しているものです。
なお、そのほかの受賞者は以下の通りです。
■特選 腹赤小 ６年 小柳 舞愛さん（鷲巣）
腹赤小 １年 木山 瑠莉さん（腹赤新町）
■入選 長洲小 ４年 橋村 風花さん（下東）
長洲小 ５年 草野 泰樹くん（中町）
■佳作 長洲小 ４年 大倉 麻鈴さん（今町）
清里小 ５年 門川 智尋さん（梅田）
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下本区
どんどや

宮崎区
どんどや
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酒井

貞義さん（平原区）に感謝状

06 排水機場の運転手として長年に渡り河川の湛水防除に尽力
大雨などによる河川の氾濫を防ぐために、排水機場の運転

どんどやを行う区民の皆さん

下本区（湯村浩和区長）では 1 月 13 日、どんど
やを行いました。この日は早朝から子どもから大
人まで区民 35 人が参加。火を入れたやぐらを見守
り無病息災を願いました。どんどやの後は区民で
おみきと温かいぜんざいを食べて区民の交流を図
りました。
湯村区長は「寒い中、協力していただいた区民
の皆さんと消防団の皆さんに感謝します」と感謝
の思いを述べました。

下東区
どんどや

子どもから大人まで一緒に楽しんだどんどや

手として長年務めてきた酒井貞義さん（平原区）に 1 月 16 日、
その功績を称えて玉名平野地区湛水防除事業促進期成会（高
嵜哲哉会長）から感謝状が贈られました。
酒井さんは、平成 8 年から平成 25 年 9 月までの 18 年間、
平原排水機場の運転手として、長年に渡り宮﨑川の氾濫を防
ぎ流域の農業振興に尽力。また、流域の町道や住宅を増水か
ら守るなど地域防災にも大きく貢献してきました。感謝状を
受けて酒井さんは「思えば 18 年はあっという間でした。自分
たちの田んぼや地域を守りたいと思ってやってきた結果、こ
のようなものをいただきとてもありがたいです」と感謝の思
いを話しました。

感謝状の贈呈を受けた酒井さん（左）

宮崎区（城戸勝博区長）では 1 月 12 日、宮崎
川沿いで毎年恒例のどんどやを開催しました。こ
の日は早朝から区民約 120 人が参加。各家庭から
持ち寄った正月の飾りものなどと合わせて点火し、
無病息災を願いました。
どんどや後は残り火を使って鏡餅を焼いたり、
女性老人クラブたちによるぜんざいの振る舞いが
行われたりと、区民たちは楽しく和やかなひとと
きを過ごしました。
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今年も立派な的が完成！

07 みんなの蔵「いしはら」で恒例の的ばかい「的づくり」

宝町区
どんどや
時間をかけて丁寧に編み上げられていく的

１月 19 日に行われる「破魔弓祭（的ばかい）」のため１月
12 日、みんなの蔵「いしはら」で的づくりが行われました。
早朝からの作業には約 30 人の男性が参加。お祝い事に使用
される餅米のわらを縄状にねじったものを、
白帳（はくちょう）
と呼ばれる白い服に身を包んだ男性４人によって、約 10 時間
かけて円形状に編み上げられていきました。
出来上がった的は、直径 60㎝、重さ６㎏。毎年、的づくり
に携わっている浦島義弘さん（磯町）は「立派にできました。
今年もたくさんの人に見に来てもらいたいですね」と出来上
がった的に目を細めていました。

地域だより
永塩地区
永塩地区親睦グラウンドゴルフ大会
区民の前で大きく炎を上げて燃え上がるやぐら

下東区（塩山躬区長）では 1 月 13 日、毎年恒例
のどんどやを開催しました。同日は子どもから大
人まで区民約 70 人が参加。組まれたやぐらの中に
正月の飾り物を入れて点火すると、大きな炎が上
がりました。どんどやの後ではやぐらの中で焼か

宝町区（小裏勝廣区長）では 1 月 13 日、どんど
やを行いました。この日は早朝から区民約 60 人が
参加。無病息災と家内安全を願いました。どんど

れた餅を食べたりする人や、楽しく会話する人た
ちがいたりなど、どんどやを通じて親睦と交流が

小裏区長は「区民の皆さんにも大変喜んでいただ
きました。これからも末永く続けていきたいです」
と笑顔を見せました。

図られていました。

赤田区（小栁和之区長）
、永方区（田中國洋区長）
、葛輪区
（徳永潔区長）、塩屋区（中西親幸区長）では 12 月 8 日、一

大きな火を放ちながら燃えるやぐら

先宮で永塩地区親睦グラウンドゴルフ大会が開催されました。
2 年振りに開催された同大会には、各地区から約 80 人が参加。
グラウンドゴルフを通じて交流が図られました。大会は、グ
ループごとに分かれて行われ、順位に応じて商品が贈呈され

や後は、婦人会の協力の下、ぜんざいが振る舞われ、
寒空の下で温かいぜんざいに舌鼓を打ちました。

お詫び
広報ながす１月号５P「まちの話題」の中で紹介した「六栄小学校をきれいにしてくれてありがとう」の記事内で誤りがありました。
お詫びして訂正します。（誤）同センター人材理事の橘馨さん（古城）→（正）同センター六栄校区地域班長の橘馨さん（古城）

ました。永方区の田中区長は「区の垣根を越えて親睦や交流
を図ることができました。これからもできる限り毎年開催し
ていきたいです」と抱負を語りました。
区民同士の親睦が図られたグラウンドゴルフ大会

