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大きな舞台で活躍
拳志会選手が少年武術祭で入賞Town News
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腹栄中生徒会と保護者らが門松作り
新年を迎える準備が整いました

トヨタ自動車九州・酒井拓弥さん（平原区出身）

日本画家・一木恵理さん（西新町区出身）

ニューイヤー駅伝で力走

Town News
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　日本少林武術協会主催の「第12回少林武術祭」は12月18
日、玉名市総合体育館で行われ、拳志会（稲冨伸一会長）の選
手5人が最優秀賞などに輝きました。
　大会には、県内外から約100人の選手が集結。入賞は、▼長
洲小の小野琉成くんが散打・小学生1年の部で最優秀賞▼腹赤
小の馬場蓮くんが散打・小学生2年の部で優秀賞▼長洲小４年
の宮本茉凜さんが散打・小学生3・4年女子の部で敢闘賞▼腹
赤小の西原隆樹くんが小学生2年の部の散打と套路の2部門で
敢闘賞▼上沖洲保育所の西原悠月さんが套路・五歩拳の部で
敢闘賞の栄光を手にしました。昨年に引き続き最優秀賞を受賞
した小野くんは「大会はきつかったけど楽しかったです。優勝でき
てうれしい」と笑顔を見せました。

　腹栄中学校（坂本裕文校長）では12月25日、保護者の有志
や生徒会役員など約20人が門松作りを行いました。これは、昨
年保護者によって作られた門松が好評だったことから、今年は
生徒も参加して制作されたものです。
　参加者は協力して竹を切ったり、表面を火であぶり、磨いてつ
やを出したりするなどの作業を分担。最後に松、梅、ナンテン、葉
牡丹などを飾り付けて2基を完成させ、正門に設置しました。　
　参加したＰＴＡ会長の江頭正博さんは「今年は、生徒と協力し
て制作することが出来ました。地域の皆さんにも見ていただけた
らうれしいですね」と笑顔を見せていました。

　「第56回全日本実業団対抗駅伝競走大会（ニ
ューイヤー駅伝）」は1月1日、群馬県で開かれ、ト
ヨタ自動車九州に所属する平原区出身の酒井拓
弥さんが昨年に引き続きアンカーを力走、37チー
ム中7位の成績を収めました。
　酒井さんは「今年は、昨年を上まわる走りをした
いと練習に励んできました。タイムは昨年より29秒
速く、成長できた手ごたえを感じられる走りでした
が、残り2㎞で放されてしまい、悔しさが残る７位で
した」と大会を振り返りました。
　今後は「3月4日に開催される金栗杯玉名ハー
フマラソン大会優勝と、一年後の同大会での区間
賞およびチーム優勝を目指して、日々練習を重ね
ていきたいと思います」と次の目標に向かって気
持ちを新たにしました。

第43回日展
日本画部門に入選

　国内最大の公募展とされる日展
（日本美術展覧会）に、西新町区の
一木恵里さんが入選しました。
　4度目の入選となる作品は、東京
の国立新美術館で展示されました。
　作品について一木さんは「今作は
海をのぞむ無人の駅に訪れた、ある
夏のひとときを描きました。まだ試行
錯誤を繰り返す日々ですが、少しず
つ前進していけるよう取り組んでい
きたいです」と今後の抱負を語ってく
れました。
　なお、入選作品は福岡市美術館で
開催される第43回日展福岡展（3月
29日㊍～4月15日㊐）に出品され
ます。

入賞した選手たち（後列左から馬場くん、小野くん、宮本
さん、前列左から西原くん、西原さん）

飾り付けに葉牡丹を植える参加者

仲間が待つゴールの群馬県庁を目指し
力強い走りを見せる酒井さん

『夏の記憶』　　　　　　　175×225cm

アトリエにて
制作中の一木さん

ボーイスカウト長洲第１団カブ隊がミニ門松を贈呈
よい一年になりますようにTown News
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　長洲町ボーイスカウト長洲第１団カブ隊（福島正照隊長）は
12月26日、町役場を訪れ、中逸博光町長に手作りのミニ門松
を贈呈しました。
　贈られたミニ門松は、同月25日に同隊の隊員と保護者約20
人によって作られたもので、8年前から同隊が▼役場▼ながす未
来館▼中央公民館▼消防署などに届けています。
　同隊を代表して腹赤小学校4年生の黒石皓平くんが「いつも
私たちが安心して暮らせるようにしていただいて、ありがとうござ
います」と感謝の言葉を伝え門松を手渡すと、中逸町長は「毎年
ありがとうございます。これからもいろいろな活動に頑張ってくだ
さい」とお礼を述べました。ミニ門松を届けた町ボーイスカウト長洲第１団カブ隊の皆さん

とうろ

とうろ
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平成24年　町消防団出初式
本年の防災と団結を誓うTown News
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　「平成24年町消防団出初式」は1月8日、長洲小学校グラ
ウンドで開かれ、消防関係者などが防災への意識を高めま
した。
　同日は早朝から▼町消防団員▼有明広域行政事務組合荒
尾消防署長洲分署▼町内幼稚園・保育所で構成する幼年消
防クラブなど関係者約600人が参加。通常点検、幼年消防
クラブによる演技、玉落し競技などが行われました。
　なお、式典の中で行われた優良団員などの表彰および玉
落し競技の結果は次のとおりです。（敬称略）

新年を迎え防災への決意を新たにする団員たち

PUMA CUP2012「第17回全日本フットサル選手権大会」
FUKUEI JAPANがフットサルの全国大会へ出場Town News
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　腹栄中学校OBを中心に結成されているフットサルチーム
FUKUEI JAPANは12月10、11の両日、大分県で開催された
「第17回全日本フットサル選手権九州大会」で準優勝を果たし、
3月9日から3日間、静岡県と大阪府で開催される全国大会への
切符を手にしました。
　同チームの代表 塚本雄作さん（向野北区）と副代表 西尾純
平さん（腹赤区）は1月19日、町役場を訪れ中逸博光町長と大
山真理子副町長に、全国大会出場を報告しました。
　塚本さんと西尾さんは「プロも出場する全国大会を体感し、経
験を積んで今後に生かしていきたいです。まずは一勝を目指しま
す」と全国大会への意気込みを語りました。

小岱山アトリエこども絵画展
一生懸命描いたよTown News
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熊本北部漁協が宮城県東松島市の宮城県漁協矢本支所へ支援金
海苔養殖の再開を願ってTown News
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　NPO法人明るい社会づくり玉名は「第６回小岱山アトリエこど
も絵画展」を開催し、610人の応募の中から、腹赤保育所の𠮷本
京悟くんがKKT熊本県民テレビ賞、六栄保育所の福田獅音くん
が長洲町長賞を受賞しました。
　絵画展は、玉名郡市の小学校入学予定園児を対象に自然、
海、川などを画題に募集され、昨年の秋に蛇ケ谷公園一帯（玉
名市）に展示されました。
　受賞した2人は、保護者らと共に町役場を訪れ、中逸博光町
長から賞状と記念品を受け取り「小学生になってからも素晴らし
い画を描いてください。楽しみにしています」と声を掛けられる
と、笑顔を見せていました。

　熊本北部漁業協同組合（上田浩次代表理事組合長）は昨年
12月、町民のみなさんに長洲産の一番海苔を販売。売上金の
一部20万円を宮城県漁協矢本支所に支援しました。
　「町民の皆さんの思いが被災した漁師の皆さんへ届き、少し
でも早く復興し、海苔養殖の漁業の再開ができればと思います」
と上田組合長。
　矢本支所の三浦正信委員長は「壊滅的な状況で今季は海苔
の収穫はダメでしたが、昨年の11月からワカメ養殖をはじめ、1
月末に収穫できる状況となりました。今年の10月には、海苔の収
穫ができるように、組合員一同頑張っています。長洲町の皆さん
による今回の支援は大変ありがたく、組合活動に有効に使わせ
ていただきたい」と感謝していました。

前列左から受賞した𠮷本くんと福田くん

ほとんどの船や漁具が流出した宮城県漁協矢本支所

長洲有明ライオンズクラブと新成人がタイムカプセルを開封
8年の歳月を経てTown News
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　長洲有明ライオンズクラブ（井上典子会長）は1月7日、町内
の4小学校のそれぞれの校庭で、新成人となった卒業生たちと
一緒に、タイムカプセルを掘り出しました。
　配水管で作られたタイムカプセルは、同クラブが10年前から
町内小学校の6年生に卒業記念として贈っているもの。
　町成人式を翌日に控えた同日、タイムカプセルの中からは、
20歳の自分に宛てた手紙、絵、卒業文集などが取り出されまし
た。思い出の品々を手に、12歳の自分と対面した新成人たちは、
「懐かしい」「こんなこと書いたんだ」などと思い出を振り返って
いました。

思い出の品を手にする長洲小学校卒業の新成人たち左から西尾さん、塚本さん、中逸町長

消防庁長官表彰
（退職消防団員報償）織田明人

日本消防協会長表彰
杉浦健一

熊本県知事表彰
（永年勤続功労章）
25年以上の模範団員
小林敬太郎

熊本県消防協会長表彰
（功績章）20年以上の模範団員
島崎徳弘、土田誠郎、前田幸敏、前田
淳一、菊川敬輔、奥園幸徳、松尾
長一郎、森山信男、元村幸徳、菊本

秀巳、西村文久、竹下浩之、大塚
秀樹、大石偉久、杉本智幸、町井
則之、上野英信

（勤績章）15年以上の模範団員
宮野誠、堀江善弘、大石篤史

熊本県消防協会玉名郡支部長表彰
池上繁、上野浩司、松野成剛、森下
英治、池本利直

長洲町長表彰
津田啓太、磯邉隆文、髙松良行、中尾
剛、寺岡孝史、巻幡周、本田清彦、
伊津野雅宣、林達也、山代剛、上田
耕平、阪本敬史、中川靖隆、耘野防人、

濵田るみ、松岡高史

長洲町消防団長表彰
第13分団

初期消火協力者表彰
德永彌三郎、德永慶子、馬場國勝、
馬場佳代子、中村正一郎

玉落し競技順位
優　勝　10分団（腹赤）
準優勝　4分団（西荒神・東荒神・
　　　　大明神）
第３位　8分団（清源寺）
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一年間の無病息災を願って

やぐらに正月の飾り物などを入れる参加者

　新山区（島永邦生区長）では1月14日、新山海岸でどんど
や祭りを行いました。
　同日は、区民約130人が参加し、竹の切り出しややぐらの
組み立てを行いました。高く組まれたやぐらに、正月のしめ縄
や松飾りを入れ火がつけられると、参加者は無病息災や五
穀豊穣を願い、残り火で鏡餅を焼きました。
　島永区長は「婦人会より豚汁が振る舞われ、身も心も温ま
る一日となりました」と笑顔を見せました。

赤崎区 どんどや

　折地区（児玉節男区長）では1月14日、「どんどや」を行い
ました。やぐらに必要な竹や藁は、子供会、老人会、消防団な
ど約70人が参加して集めました。
　各家庭から持ち寄られた正月の飾り物のしめ縄などを入
れ、櫓に点火。参加した区民は、頬を紅潮させ燃え上がる炎
を見守りながら、一年間の無病息災を祈り、地域の結びつき
を確かめ合いました。　　
　児玉区長は「大人から子どもたちまで、コミュニケーション
を深める良い機会になりました」と話していました。

折地区 どんどや

新山区 どんどや祭り

　赤崎区（牧野正幸区長）では1月8日、区内のグラウンドで
年神様をお送りする行事「どんどや」を行いました。
　当日は、区民の協力の下、竹の切り出しややぐらの組み立
てを行い、110人が見守る中、点火されました。オレンジ色の
炎は「バチバチバチ」と音をたてて一直線に燃え上がり、冬空
を焦がしました。
　牧野区長は「幼児からお年寄りまで、多くの参加をいただき
ました。残り火で餅を焼き、ぜんざいを食べ、みんなで無病息
災を祈願しました。区民の一人一人が幸多い一年となるよう
願っています」と語っていました。

地域だより地域だより

奉納した絵馬と記念撮影

子どもたちも力いっぱい餅つき

竹のやぐらが燃えるのを見守る区民の皆さん

　宮崎区（城戸勝博区長）では1月8日、正月恒例の「どんど
や」を行いました。区民の協力の下、早朝から竹の切り出し
ややぐら作りを行い、予定時刻の11時に点火。各家庭から
持ち寄った正月の飾り物などを燃やして、一年の健康と無事
を願いました。また、残り火で餅を焼き、ぜんざいにして食べ、
みんなで楽しみました。
　城戸区長は「各地の伝統行事が少しずつ消えていく中、区
のどんどやが長く続いていくことを願っています」と話してい
ました。

松原区 餅つきと巨大絵馬の奉納

　今町区（大石信孝区長）では12月23日、ふれあい餅つき
を開催しました。
　同日は、約40人の区民が参加し、大人から子どもまで力
いっぱい餅をつきました。ついた餅は、あんこ餅やきなこ餅、
鏡餅を作ってみんなでおいしくいただいた後、各家庭に配ら
れました。
　大石区長は「参加者も多く、区の親睦を深めることができ
ました。今後も続けていきたいです」と話していました。

よい一年になりますように

今町区　ふれあい餅つき

宮崎区 どんどや

　松原区（松浦秋則区長）では12月23日、ふれあい餅つきと
絵馬の奉納を行いました。ついた餅は、子どもたちが「いつま
でも元気でいてください」とメッセージを書き添え、区内の高
齢者宅に届けました。　
　また、同日は区民により制作された絵馬を、四王子神社に
奉納しました。90ｃｍ×90ｃｍの大きな絵馬には、今年の干支
である辰が描かれ、裏側には子どもたちが思いを込めて新年
の願い事を書きました。松浦区長は「地域のふれあいで縁が
深まりました。ALT（外国語指導助手）の2人も参加し、笑い声
が絶えず、楽しい一日でした」と笑顔を見せていました。


