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長洲町子どもソーラーカー大会が開催
オリジナルソーラーカーに歓声Town News

02

長洲有明LCが「親子ふれあい陶芸教室」開催
世界に一つの陶器づくりに挑戦Town News

03

　「長洲町子どもソーラーカー大会」は7月27日、㈱LIXIL有
明ソーラーパワーで開催され、小学3～6年生の児童31人が
参加し、自分だけのオリジナルソーラーカーを製作しました。
　子どもたちは、友達と相談しながら色や形などを考え、完成し
たオリジナルソーラーカーが青空の下で走る様子に大きな歓
声を上げながら、互いに速さを競い合いました。
　入賞者は次のとおりです。
　　　　　 ◆優　　　勝　岩永　準也くん（長洲小3年）
　　　　　 ◆準　優　勝　土田　佑也くん（六栄小4年）
　　　　　 ◆３　　　位　福田　蒼くん　（清里小6年）
　　　　　　　　　　　　 組脇　一泰くん（長洲小3年）
　　　　　 ◆デザイン賞　宮島　栄伸くん（六栄小4年）
　　　　　　　　　　　　 井澤　朝香さん（鍋小4年）

　長洲有明ライオンズクラブ（井上典子会長）主催の「親子ふ
れあい陶芸教室」は7月31日、長洲町中央公民館で開かれま
した。これは、親子で楽しい時間を共有してもらおうと、町青少
年育成町民会議（福田了栽会長）との共催で行われているも
ので、10回目を迎えた今年は、児童や保護者41人が参加しま
した。
　参加者からは「でき上がりが楽しみ」「楽しかった」などの声
が聞かれ大好評。井上会長は「親子のふれあいの時間に少し
でもお役に立てたらうれしいです。これからも、子どもたちにい
ろいろな機会を与えられたら」と思いを語りました。

オリジナルソーラーカーを走らせる子どもたち

真剣な表情で陶器作りに挑戦する子どもたち

Town News

01 長年にわたり献血に協力
ユニバーサル造船（株）有明事業所に感謝状

　「第47回献血運動推進全国大会」は7月14日山形県で開
催され、ユニバーサル造船㈱有明事業所（水谷和時所長）に
日本赤十字社（近衞忠煇社長）から感謝状が授与されました。
同社は、昭和50年から献血事業に協力して以降、現在に至る
まで35年以上にわたり、赤十字事業の進展に大きく貢献してき
ました。
　中逸博光町長から感謝状が代読され手渡されると、水谷所
長は「思いがけなく感謝状をいただき、感激しています。微力で
はありますが、今後も社会貢献の一助として、要請に応えていき
たいと思います」とお礼を述べました。

感謝状を手にする水谷所長（左）と中逸町長

大好評につき長洲町プレミアム（ながすまいる）商品券完売！
商品券を求めて長い列Town News

04

　長洲町商工会（大﨑正志会長）は8月1日、町役場と町商工
会で長洲町プレミアム（ながすまいる）商品券の販売を開始し
ました。これは、町内経済の活性化を図るために、長洲町から
割増分に係る助成金を受けて実施されたものです。
　販売初日の同日、役場ロビーには午前10時からの販売開
始を前に、商品券を求める多くの人でにぎわいを見せました。
列に並んだ人からは「毎日、町内のスーパーで買い物をしてい
るので、ぜひ利用したいです」などの声が聞かれました。販売
初日から1,000万円以上を売り上げる好調な滑り出しとなり、
8月25日に完売となりました。

商品券を求める長い列

ようこそホリー・ライトシーさん
新しいALT（外国語指導助手）を紹介します

　平成20年7月から3年間、子どもたちの英語教育の指導にあたったパトリシア・ホンさんが帰国し、
後任にホリー・ライトシーさんが来日しました。ホリーさんは、5月に大学を卒業し、7月に来日したば
かりです。皆さん、どうぞよろしくお願いします。

長洲中校区担当
ホリー・ライトシー
（ニックネーム：ホリー）
………………………………
■Hollie Lightsey
アメリカ・ノースカロライナ
州コンコード出身の24歳。
ノースカロライナ大学卒業
後、来日。趣味は読書・サイ
クリング・ハイキング（富士
山にも登頂）。四字熟語に興
味津々。好きな日本食はとん
かつ・ラーメン。

腹栄中校区担当
ヴァレリア・レイエス
（ニックネーム：ヴァレリア）
………………………………
■Valeria Reyes
メキシコ出身の24歳。
ノースセントラル大学卒業
後、昨年7月に来町し、今年
で2年目を迎える。趣味はカ
メラ・サイクリング。興味があ
ることは熊本弁。好きな日本
食はカレー。

　皆さん、こんにちは。ホリー・ライトシーです。私
は、nascar（自動車レース場）で有名なノースカ
ロライナ州のコンコードという町に生まれ、そこ
に24年間住んでいました。日本の文化や歴史を
学ぶために、大学で2年間日本語を勉強して日本
に来ました。
　長洲町の人々は、とても優しく、町は山に囲まれ
ていて、とてもきれいです。皆さんと仲良くできるの
を楽しみにしています。見かけたら声をかけてくだ
さい。どうぞ、よろしくお願いします。

ヴァレリアさんから今年の抱負

　あっというまの一年間でした！長洲町の皆さん

には、とてもお世話になっています。今年も色々頑

張りたいと思います。特にカメラと日本語能力試

験の１級に挑戦していきたいと思います。今年も

大変お世話になります。どうぞよろしくお願いしま

す！楽しい一年間になりますように！

FUKUEI中、ROKUEI小、HARAKA小　LOVE！

長洲中校区担当
ホリー・ライトシー
（ニックネーム：ホリー）
………………………………
■Hollie Lightsey
アメリカ・ノースカロライナ
州コンコード出身の24歳。
ノースカロライナ大学卒業
後、来日。趣味は読書・サイ
クリング・ハイキング（富士
山にも登頂）。四字熟語に興
味津々。好きな日本食はとん
かつ・ラーメン。

腹栄中校区担当
ヴァレリア・レイエス
（ニックネーム：ヴァレリア）
………………………………
■Valeria Reyes
メキシコ出身の24歳。
ノースセントラル大学卒業
後、昨年7月に来町し、今年
で2年目を迎える。趣味はカ
メラ・サイクリング。興味があ
ることは熊本弁。好きな日本
食はカレー。

ナスカー
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夏休み中の学校で図書室を開放
涼しい図書室で読書や勉強に励んでTown News

05

「のしこら祭」ポスター95点全作品を展示
一生懸命描いたよTown News

06

　町内小中学校の図書室が夏休みの一定期間、児童生徒お
よび家族を対象に開放されました。これは、「読書活動日本一」
を目指す町が、少しでも子どもたちに本に触れてもらうことを目
的に図書室を開放したもので、今年が始めての取り組みになり
ます。
　夏休み真っ只中の8月2日、腹赤小学校では約20人の児童
が、読書をしたり夏休みの宿題をしたりするなどして、暑い夏の
日を図書室で過ごしていました。この日、訪れていた腹赤小3
年の坂上航大くんは「図書室は涼しいのでほとんど毎日来て宿
題をしています」と元気に話してくれました。

　のしこら祭実行委員会が募集した「のしこら祭」ポスターが、
8月5～15日の期間、あらおシティモールで展示されました。こ
れは、町内の小中学生がのしこら祭をイメージして一生懸命描
いた作品を、たくさんの人に見てもらいたいとの思いで、同実
行委員会が企画し、展示したものです。
　本年度は、イラスト応募に総数95点の作品の出展があり、
特選に吉川奈留美さん（腹赤小6年）をはじめ、入選者9人が
のしこら祭ポスターのデザインとして採用されました。展示され
た作品は、その後会場を移し、8月20日に開催された同祭の
会場に展示され、祭りを一層盛り上げてくれました。

あらおシティモール（上）と、のしこら祭会場へのポスター
展示

夏休み中の図書室で、それぞれ読書や勉強に励む
子どもたち

サマーコーラスin六栄
子どもたちが元気な歌声を披露Town News

09

銀杏城旗戦青少年剣道大会
剣友会が団体戦で準優勝Town News

08

　玉高剣道部OB会が主催する「第38回銀杏城旗戦青少年剣
道大会」は8月7日、玉名市天水体育館で行われ、剣友会（松
山勇士会長）が小学男子の部で準優勝を勝ち取りました。大会
には、荒尾・玉名郡市の小中高校生約220人の剣士たちが集
結。小学男子の部には14団体が出場し、予選リーグと決勝ト
ーナメントで競い、同会が準優勝に輝きました。
　試合で大将を務めた、キャプテンの山本尭永くん（腹赤新
町区）は、「みんなが力を出し切れたから準優勝できました。次
の試合では、もっといい試合をして優勝したいです」と抱負を
語りました。

　六栄保育所（土山尚子所長、園児100人）の「サマーコーラ
スin六栄」は8月12日、同保育所で開かれ、保護者たちが見守
る中、園児たちは元気いっぱいの歌声を披露しました。
　クラスごとに歌を発表した後、「歌えバンバン」を園児全員で
披露すると、保護者から大きな拍手が送られました。また、プロ
の演奏家による二胡とバイオリンの二重奏では「星に願いを」
などが演奏され、楽器が奏でる音色に親子で聴き入りました。
　5年目を迎えた今年は、スペシャルゲストに「くまモン」が登
場。園児たちは“くまモンクイズ”に○×で挑戦しました。なお、
運動場では流しそうめんなども開催され、園児たちは楽しい夏
の思い出を作りました。

準優勝を飾った剣友会

“歌えバンバン”の曲に合わせて手拍子をたたく園児たち

Town News

07 月華苑のふれあい夏祭りに花を添える
長洲保育園児と腹赤小児童が祭りに出演

　長洲保育所（内倉エリ所長）5歳児16人と腹赤小学校（村田
二昭校長）音楽部は8月6日、特別養護老人ホーム月華苑で行
われたふれあい夏祭りに出演し、祭りに花を添えました。
　園児たちは、「マル・マル・モリ・モリ！」などかわいい踊りを披
露し、祭りのオープニングを飾りました。
　また、腹赤小学校音楽部は、「海」を歌った後、「カントリー
ロード」を楽器演奏。観客は、子どもたちの歌声と音色に魅了
されました。音楽部部長の松井佑圭さん（腹赤区）は「約1カ月
半頑張って練習してきたので、その成果が出せたと思います。
成功してよかったです」と笑顔で振り返りました。

「マル・マル・モリ・モリ！」を踊る長洲保育所の園児（上）と、
「海」を歌う腹赤小音楽部の児童

Town News

10 柔道強化選手に町内から3人が選抜
もっと強い選手になりたい

　熊本県柔道協会が認定する少年柔道強化選手に選ばれた町内
小学生3人が8月17日、中逸町長へ報告のため町役場を訪れまし
た。
　本年度強化選手として認定されたのは、5年生男子重量級・田頭
弘紳くん(平原区)、昨年に引き続き同男子軽量級・荒木海輝くん(高
田区)、同じく女子軽量級・西尾果連さん(腹赤区)。また、西尾さんは
九州の強化選手にも認定されており、あわせて中逸町長へ報告を行
いました。現在は、他の強化選手と合同で合宿や練習をしながら、次
の試合に向けて厳しい練習を行っています。3人を代表して九州強
化選手に選ばれた西尾さんは「合宿などを通じて強い選手と戦って、
世界チャンピオンになりたいです」と将来の抱負を語っていました。強化選手に選ばれた（左から）田頭弘紳くん、西尾果連さん、

荒木海輝くん
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大分県宇佐市立長洲中学校と長洲中学校が研修交流会
ようこそ長洲中学校の皆さんTown News

11

第２回長洲きんぎょカップミニバスケットボール大会開催
負けたくない思い、ゴールに届けTown News

12

　長洲中学校と大分県宇佐市立長洲中学校の両校による研
修交流会は8月20日、長洲中学校の体育館で行われました。
これは、全国で2校だけの同じ“長洲中学校”同士が縁で、両校
の交流を深め、互いの親睦と生徒の資質向上を目的に行って
いるものです。
　歓迎セレモニーでは、生徒会副会長の中島仁志君が「長洲
町の特産品を味わい、観光なども楽しんでほしい」とあいさつ。
4年目を迎えた今年の交流会には、宇佐市から生徒やＰＴＡ約
30人が来町し、野球とバスケットボールによるスポーツ交流の
ほか、夜は同日行われた“のしこら祭”を見学するなど、互いに
親睦を深めました。

　長洲町バスケットボール協会（今村義隆会長）が主催する
「第2回長洲きんぎょカップミニバスケットボール大会」は8月
22日、腹栄中学校体育館で開催され、県内外より8チームが
参加しました。
　選手たちは監督やコーチからの指導のもと、日頃の練習の
成果を発揮し、熱い戦いを繰り広げていました。今村会長は
「夏休みの良い思い出として、技術と体力の向上とともに、友情
と絆を深めてほしい」と思いを話していました。
　大会結果は次のとおりです
1位　百道クラブ(福岡)　　　2位　長洲クラブ（熊本）
3位　有馬クラブ(長崎)熱戦を繰り広げる選手たち

野球で親睦を深める両長洲中学校

清里小児童がボランティア
長洲駅構内の掃除に汗を流すTown News

14

　清里小学校（杉村正直校長）の「駅掃除ボランティア」は8月
9、26の両日、長洲駅構内で行われ、3年生以上の希望する児
童約40人が参加しました。
　これは、児童のボランティア精神を養い育てることと、清掃に
心を込めて取り組むことによって、豊かな人間性を育んでいく
ことを目的に活動している同校の恒例行事です。
　児童はそれぞれ▶ほうきではく▶窓拭き▶クモの巣とりの3
つの係ごとに分担して作業を開始。仕上げに全員で床拭きを
行い、約1時間の作業に汗を流していました。

仕上げに床拭きを行う児童たち

Town News

13 ながす地域活動が六栄緑地広場の安全点検
子どもたちが安全で楽しく遊べるために

　ながす地域活動（増岡美智子会長）は8月21日、六栄緑地
広場の遊具および防犯の安全点検を行いました。
　これは、事故や犯罪などから子どもたちを未然に防ぐことを
目的に、毎年場所を移して実施されているもので、今年で9年
目。子ども4人を含む13人の参加者たちは、遊具に腐れやヒビ
がないかなど、チェック項目に従って点検を行いました。また、
防犯上死角になりやすい場所や、遊具を使う場面における保
護者の見守り方などもあわせて確認していきました。
　増岡会長は「子どもたちが楽しく遊ぶ公園が、より安全な場
所になるように点検を行いました」と話していました。

ブランコに不具合がないか、点検を行う参加者

地域だより地域だより

草取りに汗を流す区民の皆さん

刈り取った草を集めごみ袋につめる区民の皆さん

　下本区（湯村浩和区長）では7月17日、地域の環境美
化を図るため、海岸付近を中心とした樹木の剪定や草取
り、ごみ拾いなどを行いました。
　同日は区民40人が参加。ごみ袋約75袋分の草とごみ
を回収しました。炎天下の中でしたが、参加した区民の
協力により多くのごみを回収できたことで、地域の景観
を守り、住みやすい地域づくりを実施することができま
した。
　湯村区長は「猛暑の中、区民の皆さんに協力していた
だき感謝しています」と話していました。

下本区 環境美化作業

　西荒神区（山田弘区長）では7月10日、区内にあるチ
ビッコ広場の草取りを行いました。同広場は、7月23、
24の両日開かれた“ぎょんさん”の16カ所あるお旅所
のうちの一カ所。神幸行列を迎えるため早朝から区民
22人が作業を行い、草取りに汗を流した後、スイカを
食べ渇いた喉を潤し、約3時間の作業を終えました。
　山田区長は「区民の皆さんに集まっていただき作業が
できました。終わった後、スイカを食べながらおしゃべ
りにも花が咲き、親睦を図ることができました」と話し
ていました。

西荒神区 環境美化作業

せんてい
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掛け声と共に地域を練り歩く神幸行列

婦人会による踊りの披露（上）と見物に訪れた
区民の皆さん

見学台からソーラーパワーを眺める区民の皆さん

　上沖洲区（村本洋一区長）では8月5日、クリーンパーク
ファイブと㈱LIXIL有明ソーラーパワーの見学に、区民52人
が訪れました。上沖洲区は、名石浜工業団地に隣接する、いわ
ゆる“お膝元”。一同はクリーンパークファイブでごみ処理施
設の見学を行った後、㈱LIXIL有明ソーラーパワーに移り、
見学台の上から東京ドーム約2.5個分の敷地一面に広がる
20,280枚のソーラーパネルを見学しました。
　村本区長は「とても立派な施設で感心しました。他の区民の
人にもぜひ見学に来てもらい、ごみの減量化やクリーンエネ
ルギーについて考える、良い機会にしてほしい」と話しました。

上沖洲区 見学会

　新山区（島永邦生区長）では7月30日、新山区民の親睦
を図ることを目的として、新山下墓跡地で新山区夏祭りを
開催しました。同日は、約230人の区民が▶ラムネ・ビー
ルの早飲み競争▶子ども会、婦人会の踊り▶吹奏楽団の生
演奏▶太鼓演奏など、様々な催し物に参加し、豪華賞品が
当たるお楽しみ抽選会で祭りの最後を締めくくりました。
　島永区長は「大いに盛り上がり、大変にぎやかな夏祭り
になりました。また、中逸町長と内野県議にもおいでいた
だき、盛り上げていただきました」と話していました。

新山区 夏祭り

　長洲祇園祭は7月23、24の両日、長洲校区で行わ
れ、みこしを中心とした神幸行列が、長洲校区16カ所
のお旅所を練り歩きました。
　復活して3年目となる今年は、2日間でのべ200人以
上が参加。にぎやかな太鼓の音とともに「ぎょんさん、
ぎょんさん」の威勢のいい掛け声が聞こえてくると、そ
の一行を一目見ようと沿道には多くの人が集まり、にぎ
わいを見せました。また、一行がお旅所に到着すると、
地域の人たちは温かい拍手と声援で出迎え、無病息災を
願ってみこしをくぐりました。

長洲校区 長洲祇園祭


