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みんなで守ろう　大切な命
自殺予防ゲートキーパー養成講座

オリジナルソーラーカーを作ったよ
長洲町子どもソーラーカー大会

　町は７月 27 日、自殺の予兆に気付く力を養おうと職員向け
の「自殺予防ゲートキーパー養成講座」を実施しました。ゲー
トキーパーとは、自殺の危険を示すサインに気付き、適切な
対応を取れる人のことで、「命の門番」とも言われています。
　同日は、熊本県精神保健福祉センターから講師を招き、窓
口や徴収などを担当する町職員 13 人が受講。講座やグループ
ワークなどで理解を深めました。
　参加した職員からは、「自殺に対して間違った考えを持って
いた」「サインに気付くことができるよう意識を持ちたい」な
どの声が聞かれました。町では、今後、一般向けの養成講座
も開催する予定です。

　「長洲町こどもソーラーカー大会」は 8月 1日、有明ソーラー
パワーの施設内で開催され、町内外の小学 3年生から 6年生
までの児童 33 人が参加しました。
　同日は、ペットボトルや牛乳パックに、小型のソーラーパ
ネルや車輪を取り付け、モーターに配線を接続してソーラー
カーを制作。折り紙やペンで飾り付けも行い、完成後には、レー
スで速さやデザインを競い合いました。子どもたちは、太陽
のエネルギーを利用して力一杯走る、世界に一つだけのソー
ラーカーを見て、歓声を上げていました。

話の聞き方、声のかけ方をグループワークで実践す
る職員たち

ソーラーカーに飾り付けをする子どもたち

親子で工夫しながら楽しく陶器を作りました３位入賞を果たした長洲町剣友会Ａチーム

自分だけの陶器を作ったよ
親子ふれあい陶芸教室

長洲町剣友会Ａチームが 3位入賞
第39回銀杏城旗戦青少年剣道大会

　長洲有明ライオンズクラブ（宮川勉会長）は７月 28日、長
洲町中央公民館で親子ふれあい陶芸教室を開催しました。これ
は、陶芸を通じて親子で触れ合ってもらおうと町青少年育成町
民会議（福田了栽会長）と共催で毎年行われているものです。
　今年は児童とその保護者約 20人が、それぞれ協力し、工夫
しながら世界に一つだけのオリジナル陶器作りに挑戦しまし
た。
　参加者からは、「難しかったけど楽しかった」などの声が聞
かれ、親子で陶芸に触れるひとときの時間を楽しみました。

　第 39回銀杏城旗戦青少年剣道大会（玉名高校剣道部ＯＢ会
主催）は８月５日、玉名市天水体育館で開催され、長洲町剣友
会Ａチームが小学男子の部で団体戦３位に入賞しました。同男
子の部では 14チームが参加。各リーグ戦を戦い、勝ち上がっ
たチームでトーナメント方式の試合が行われました。
　指導者である永井和則さんは「昨年決勝で敗れたチームに準
決勝で負けて大変悔しい。より一層の努力が必要」と話し、大
将を務めた松永大和くんは「優勝できなったのは悔しいけど、
入賞できてうれしいです。でも、次は絶対優勝したいです」と
次の大会へ向けて抱負を語りました。

官民一体で災害から住民を守るために
災害協定合同調印式

遊びながら英語を学ぶ
英語オリンピック

　長洲町災害協定合同調印式は 7月 27 日、町役場で行われ、
町と日立造船株式会社有明工場（森暢良工場長）との間で「津
波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定」
が、町と医療法人聖和会（木通隆行理事長）および社会福祉
法人池修会（池本胤満理事長）との間で「福祉保健所の確保
に関する協定」がそれぞれ結ばれました。
　これは、災害から地域住民の生命・財産を守り、緊急事態
に備えるために結ばれたものです。今後は協定に基づき、災
害発生時の緊急避難や、避難所生活に支障をきたす場合に、
各施設を開放し利用することが可能になります。

　英語を遊びながら楽しく学んでもらおうと町教育委員会（今
村義隆教育長）は 8月 1 日、金魚と鯉の郷広場で「英語オリ
ンピック」を開催しました。これは、ALT（外国語指導助手）
活動の一環として、言語や文化を直接体験しながら、英語に
親しむことを目的に、本年度より行われているものです。
　同日は、町内の中学 1年生から 3年生約 30 人が参加し、風
船を使った英文作成ゲームなどを通じて英語を学びました。
　体験した中学生からは、「楽しかった」「英語を体で学びま
した」などの声が聞かれ、広場を走り回って英語を体全体で
楽しく学ぶ姿が見られました。 協定を結んで熱く握手を交わす関係者

ゲームを通じて楽しく英語を学ぶ中学生たち
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位記を手にする次男の紀一郎さん（左）と中逸町長

同窓生で新調された校旗を囲みにっこり

故 中山正賢元町議会議長（松原区）が正六位を受章
町政の基礎づくりに尽力

後世につなぐ贈り物
長洲中学校同窓生が校旗を寄贈

　元長洲町議会議長の故 中山正賢さん（松原区）への叙位伝達
式は8月 20日、町役場で行われました。
　中山さんは、昭和 22年から 8期 32年にわたり町議会議員を
務め、町政の発展に尽力されました。
　議員時代には熊本県漁業協同組合連合会長、長洲漁業協同組
合長を歴任。その功績が称えられ、平成 9年には勲五等雙光旭
日章を受章しています。
　伝達式には次男の紀一郎さんが出席し、中逸町長より位記が
手渡されました。紀一郎さんは「生前によく当時の事を語って
いた父を思い出します。このような賞をいただき本人も喜んで
いると思います」と思いを話していました。

　毎年恒例の「長洲中学校同窓会球技大会」（同窓会主催、猪
本一男会長）は 8月 15日、同校で開催され、第 50回を迎えた
同大会の節目の記念にと同窓生から校旗が贈呈されました。
　開会式の中で行われた贈呈式では、約 300人の同窓生が見守
る中、猪本会長から福島英士郎校長に校旗が手渡され、会場は
大きな拍手と笑顔に包まれました。
　猪本会長は、「歴史ある同窓会のつながりに感謝するととも
に、この歴史と誇りを校旗とともに後世につないでいきたい」
と母校への思いを話しました。
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みんなできれいにして駅に来る人を出迎えたい
清里小学校児童がボランティアで長洲駅を清掃

町の安心安全に尽力
長洲交番　矢嶋文雄元巡査部長に感謝状

　清里小学校（杉村正直校長）の児童による「夏休み駅掃除
ボランティア活動」は 8月 9日、長洲駅構内で行われました。
　活動は、地域の中心にある長洲駅の清掃を通じて児童のボ
ランティア精神と、豊かな人間性を育むことを目的に行われ
ているもので、今年で 22 年目を迎える同校の恒例行事です。
　同日は、同校の 3年生から 6年生約 40 人が参加し、床掃除
やクモの巣とりなどに汗を流しました。
　清掃を終えた児童たちからは「きれいになった」「たくさん
汚れが取れた」などの声が聞かれました。

　3月に定年退職を迎えた長洲交番の矢嶋文雄元巡査部長への
感謝状贈呈式は８月 13 日、町役場で行われ、中逸町長と長洲
交番連絡協議会（橋口征一郎会長）から感謝状が贈呈されま
した。
　矢嶋さんは長洲交番に 2度赴任、通算 4年間にわたって町
の治安維持に尽力。現在は荒尾駅前交番員として、交通相談
や後進の指導に当たられています。
　矢嶋さんは町での在職中を振り返り、「長洲町は、きちんと
地域一体となった交通指導がなされている町だと感じていま
す。これからも安全なまちづくりを進めてほしいですね」と
町への期待を述べました。

駅の清掃に汗を流す児童たち

感謝状を受け取った矢嶋元巡査部長

発電機作りを通じて電気を学ぶ
環境学習教室

互いに交流を深め技術を磨き合う
長洲中学校と大分県宇佐市立長洲中学校が研修交流会

　九州電力株式会社熊本支社の石川史博さんを講師に迎えた、
「夏休み子ども環境教室」（町主催）は 8月 8日、クリーンパー
クファイブで行われました。
　同日は、小学生 18 人が参加。発電の仕組みや、地球温暖化
の現状を聞き、熱心にメモを取る姿が見られました。また、
授業の最後には、コイルと磁石を使った「ふりふり発電機」
を製作。何重にもコイルを巻き、発電機を作る作業を通して、
電気を作り出す大変さを学びました。
　参加した長洲小 5年草野瑞基くんは「電気のことを学べて
よかったです。発電機作りは楽しかったです」と笑顔を見せ
ていました。

　長洲中学校（福島英士郎校長）と大分県宇佐市立長洲中学
校（土岐達也校長）の研修交流会は８月 11 日、宇佐市立長洲
中学校で行われました。２校が同じ校名を持つことをきっか
けに始まった交流会は、互いの生徒の交流を深め、資質の向
上を目的に行われているものです。同日は、長洲中学校から
約 30 人が参加し、ソフトテニスやバスケットボールの交流試
合や、PTA活動の情報交換会を行い、互いに親睦を深めまし
た。
　研修会に参加した長洲中学校ソフトテニス部主将の金子雄
大くんは「自分たちの欠点を見つけることができました。今
後練習で改善したい」と研修会を振り返りました。

「ふりふり発電機」を製作する子どもたち

スポーツ交流で汗を流す生徒たち
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新山区
「夏祭り」

　新山区（島永邦夫区長）では７月 28 日、区内の広場で「夏
祭り」を開催しました。
　同日は、▶ラムネ・ビールの早飲み競争▶子ども会・婦人
会の踊りの披露▶カラオケ大会などの多彩な催しに多くの区
民が参加しました。締めくくりのお楽しみ抽選会では豪華景
品も登場し、会場は大いににぎわいを見せました。
　島永区長は、「今年も盛大に開催することができました。み
んなで盛り上がり、大変にぎやかな時間となりました」と笑
顔を見せていました。

盛り上がりを見せた区民によるステージイベント

多くの人が集いにぎわった祭り会場

松原区
「加藤神社夜灯」

　松原区（松浦秋則区長）では 7月 28日、恒例の夏祭り「加
藤神社夜灯」を開催しました。
　同日は、区内外から多くの人が集まり、金魚すくいやヨーヨー
すくい、バーベキューなどで盛り上がりました。また、区老人
会「松寿会」によるハンドベルとハーモニカの演奏も行われ、
会場は優しい音色に包まれました。
　松浦区長は、「午前中から子ども神輿の巡回をはじめ、会場
の設営や運営など多くの区民の皆さんの協力により実施できた
ことをうれしく思います」と感謝していました。
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海岸清掃に汗を流す住民の皆さん

町の海岸をいつまでもきれいに
住民が長洲海岸を清掃

　住民による長洲海岸の清掃活動は 26日、同海岸で行われ、
早朝から約 400人の住民が清掃活動に汗を流しました。
　活動は、「くまもと・みんなの川と海づくりデー」の一環と
して、同海岸が県のメーン会場に開催され、参加者は打ち上げ
られた流木やプラスチックごみなどを拾い集めました。最終的
に集まったごみは約 860キログラムにもおよび、改めて住民一
人一人が環境について考えさせられる機会となりました。
　また、同日はのしこら祭でデビューした町マスコットキャラ
クター「ふれきんちゃん」も参加。イベントをより一層盛り立
てました。

お詫び　広報ながす 8月号のまちの話題の中で東荒神区「美化一汗運動」をお知らせしましたが、掲載した写真が上町区の写真となって
おりました。訂正してお詫びいたします。


