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町内３選手が最優秀賞
第13回日本少林武術祭

　第 13 回日本少林武術祭（同武術協会主催）は 12 月 2 日、
菊池市総合体育館で開催され、日本拳志会と日本少林寺武術
館にそれぞれ所属する 3選手が優勝にあたる最優秀賞を受賞
しました。同大会は組手にあたる「散打」と型にあたる「套路」
が行われ、それぞれ白熱した試合が繰り広げられました。そ
の他の結果は以下のとおりです。
[散打 ]
＜小学５，６年、中学生の部　最優秀賞＞　宮本　茉凜さん　 （宮ノ町）
＜小学３年の部　最優秀賞＞　馬場　　蓮くん　 （清源寺）
＜幼年女子の部　最優秀賞＞　西原　悠月さん　 （上沖洲）
＜幼年女子の部　敢闘賞＞　小野　美玲さん　 （大明神）
＜幼年男子の部　敢闘賞＞　中山　遼樹くん　 （清源寺）
[ 套路 ]
＜套路団体 C　最優秀賞＞　西原　隆樹くん　 （上沖洲）
　　　　　　　　　　　　　　西原　悠月さん　 （上沖洲）
＜小学校３年の部　優秀賞＞　西原　隆樹くん　 （上沖洲）
＜幼年女子の部　敢闘賞＞　西原　悠月さん　 （上沖洲）

入賞を果たした選手の皆さん 3連覇を達成した長洲柔道塾の選手の皆さん

長洲柔道塾が大会３連覇
第38回　玉名郡市防犯少年柔道大会

　第 38回玉名郡市防犯少年柔道大会（同柔道大会主催）は 11
月 18日、玉名市武道館で開催され、長洲柔道塾が団体の部（混
成）で３連覇を達成しました。同大会はトーナメント方式によ
り行われ、同塾からは岡本海輝くん（高田）が先鋒、田島龍可
くんが次鋒、西尾果連さん（腹赤）が中堅、平山零さんが副将、
田頭弘紳くん（平原区）が大将として出場。白熱した試合が繰
り広げられました。また、個人戦でも田頭くん、西尾さんが個
人戦で優勝するなど同塾の選手の多くが入賞を果たしました。

絵を通じて里山の環境を考える
第７回　小岱山アトリエこども絵画展

藤木　照喜さん（出町区）が瑞宝単光章を受章
30年にわたって町の消防活動に尽力

　子どもたちが絵を通じて自然を考える「第７回アトリエこ
ども絵画展」（NPO法人明るい社会づくり玉名主催）の表彰
式は 12 月 3 日、町役場で行われました。同展は山・海・川な
ど自然をテーマに玉名郡市の園児たちを対象に毎年行われて
いるものです。今回のテーマは「里山の環境」。玉名郡内から
約 680 点の応募がありました。なお、受賞結果は次のとおり
です。
ＫＫＴ賞　　　　中山　遼樹くん（清源寺）　長洲町教育長賞　寺田　有騎くん（建浜）
ＫＡＢ賞　　　　間部　璃音くん（清源寺）　長洲町教育長賞　濱角　蒼空くん（高田）
長洲町長賞　　　出村　綾都くん（出町）　　長洲町教育長賞　西山　永遠くん（新町）
長洲町教育長賞　上田　瑠那さん（出町）　　長洲町教育長賞　濱津　優翔くん（上沖洲）

　元町消防団団長の藤木照喜さん（出町区）の叙勲受章報告
式は 11 月 28 日、町役場で行われ、藤木さんより中逸町長へ
叙勲受章の報告が行われました。これは、30 年にわたって町
の消防活動に尽力してきた功績が認められ受章されたもので
す。藤木さんは昭和 53 年に町消防団に入団。以降、分団長な
どを歴任し、平成 16 年には町団長として町の安全を守り続け
ました。藤木さんは「思いがけずこのようなものをいただき、
身に余る光栄です」と受章した喜びを語りました。

受賞した子どもたちとその保護者の皆さん

勲記を手にする藤木さん（左）と中逸町長
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毎日新聞社賞を受賞した藤田くん

毎日新聞社賞受賞作品
「草すべり」

藤田　智くん（腹赤区）が毎日新聞社賞を受賞
第31回全国児童画コンクール

　このほど、小学生・幼児を対象とした第３１回全国児童画コ
ンクール（毎日新聞社・毎日小学生新聞・日本児童画振興会主催）
の幼児の部で長洲幼稚園の藤
田智くん（腹赤区）が 3位に
あたる毎日新聞社賞を受賞し
ました。全国 53 万 8059 点の
応募の中から受賞した藤田く
んは「賞がもらえてうれしかっ
たです。これからも絵を描い
ていきたいです」と話しまし
た。
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町内４選手で入賞
第38回玉名市防犯少年剣道大会

　第 38 回玉名市防犯少年剣道大会は 11 月 25 日、玉名市武道
館で開催され、長洲町剣友会の 4選手が入賞を果たしました。
同大会は学年ごとのトーナメント方式で行われ、磯野広幸く
ん（西荒神）が 2年生の部で 2位、清水秀人くん（松原）が
3年生の部で 3位、4年生の部で永井佑樹くん（東荒神）が 2位、
磯野史昌くん（西荒神）が 3位にそれぞれ入賞しました。2年
生の部で２位に入賞した磯野くんは「決勝は緊張したけど２
位になれてうれしかったです」と話し、４年生の部で２位に
入賞した永井くんは「決勝まで行ったのはうれしかったけど、
負けて悔しかったです」と大会を振り返りました。入賞した左から磯野(広 )くん、清水くん、永井くん、

磯野 (史 ) くん
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チーム一丸で勝利へ向かう
第８回長洲町小学校ミニバスケットボール交流大会

　第８回長洲町小学校ミニバスケットボール交流大会（町バ
スケットボール協会、町小学校ミニバスケットボール部主催）
は 12 月 15 日、腹栄中学校で開催されました。同大会は町内
小学校の試合交流を通じて互いの親睦と技術を高め合うこと
を目的に毎年行われているものです。同日は、町内小学校の
３～６年の選手たちが日ごろの練習の成果を発揮して勝利に
向かう姿が見られました。大会結果は以下のとおりです。

　＜チャンピオンシップの部＞　優勝　長洲A
　＜フレンドリーシップの部＞　優勝　長洲B
　　　　＜キッズの部＞　　　　優勝　腹赤C

熱戦を繰り広げる選手たち
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賞状を手にする福島会長（中央）と髙森校長（右）

小学校 PTA活動を文部科学省が評価
長洲小学校が平成24年度優良PTA文部科学大臣表彰

　PTAの活動に対して特に顕著な活動を行っている団体に表彰
される平成 24年度優良PTA文部科学大臣賞に長洲小学校（髙
森秀一校長）が選ばれ、その報告式は 12月 12日、町役場で行
われました。同賞では同小PTAが主体的に取り組み 2年間給
食費未納者ゼロを達成した点、校区を見守る「校区見守り隊」
や子どもたちの点数をつける「マルつけ隊」などのPTA活動
が評価されました。同賞を受賞した福島正季（東荒神区）PTA
会長は「本年度だけではなく、これまで継続して活動してきた
結果が評価され大変うれしく思います」と受賞した喜びを語り
ました。

葛輪区　
一家一品

向野区　
グラウンドゴルフ大会

下本区　
恵比寿さん祭り

　葛輪区（徳永潔区長）では 11 月 25 日、家庭で
採れた野菜や果物が並ぶ「一家一品」を開催しま
した。会場となった学習センター前には、朝早く
から新鮮な野菜などを手に入れようと、多くの人
でにぎわいを見せました。
　徳永区長は、「今年もたくさんの皆さんにご来場
いただきました。区の活性化につながっています」
と笑顔を見せていました。

　向野区（浦田計廣区長）では 11 月 3 日、六栄小
学校グラウンドで「班別対抗ふれあいグラウンド
ゴルフ大会」を開催しました。恒例の行事には、
13 歳から 90 歳までの 120 人が参加し、世代間を超
えた交流が見られました。
　浦田区長は、「運動を通じて元気な身体をつくり、
来年もまた多くの皆さんに参加してもらえたらう
れしいですね」と話していました。

　下本区（湯村浩和区長）では 12 月 2 日、恵比寿
さん祭りを開催しました。同日は、33 人が参加し、
大漁や家内安全、商売繁盛などを祈願しました。
　湯村区長は「雨の中でしたが、区民の皆さんに
ご協力いただき本当にありがたいですね。恒例の
区の行事を無事に終えることができました」と感
謝していました。

新鮮な野菜などを買い求める人たち 世代間を超えて楽しくプレー

雨の中お参りをする区民の皆さん
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「笑い」で包まれたながす未来館
長洲町合併55周年およびながす未来館15周年記念「真打ち競演」公開録音

　町合併 55 周年およびながす未来館 15 周年を記念して開催
された「真打ち競演」（NHK熊本放送局、町主催）は 12 月 7
日、ながす未来館で開催されました。同日は入場抽選に当選
した約 550 人の観客で同館は熱気に包まれました。競演では、
コントD51の長洲町にちなんだ話題を盛り込んだコント、ケー
シー高峰さんの医療を交えたユーモアあふれる漫談など、演
芸会選りすぐりの出演者による漫才や漫談、落語が披露され
会場は終始大きな笑いに包まれました。

コントを披露するD51

今町区　
グラウンドゴルフ大会

　今町区（下田辰輝区長）では 11 月 25 日、建浜
農村公園でグラウンドゴルフ大会を行いました。
天候に恵まれた同日は、区民 40 人が参加し、和気
あいあいとプレーを楽しみました。
　「このような活動によって、区民の話し合いも弾
みます。意思の疎通を図るとともに融和と親睦の
輪を大いに広げることができました」と笑顔を見
せていました。

和気あいあいと楽しくプレー
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平原区　
しめ縄づくり

東荒神区
ふれあい餅つき会

上町区　
環境美化作業

　平原区（福村三千年区長）では 12 月 9 日、区の
守り神である厳嶋神社で恒例のしめ縄づくりを行
いました。この冬一番の冷え込みの中にもかかわ
らず、27 人が参加し、約 3時間をかけて合計 4本
のしめ縄を完成させました。
　福村区長は、「毎年、わらの提供をはじめ、皆さ
んのご協力のおかげで新しい年が迎えられること
に感謝しています」と話していました。

　東荒神区（髙松一馬区長）では 12 月 16 日、区
内の集会所で餅つき大会を開催しました。好天に
恵まれた同日は 90 人が参加し、息の合った力強い
杵
きね

の音が周囲に響き渡りました。子どもたちも一
緒になってついた餅は、メッセージを添えて一人
暮らしの高齢者宅に配布され、髙松区長は「多く
の皆さんの笑顔が広がりました」とほほ笑んでい
ました。

　上町区（玉ノ木龍兒区長）では 12 月 2 日、環境
美化作業を実施しました。この日は、２班に分か
れて町民研修センター付近の花植えと浦川沿いの
草刈りを実施。参加した 24 人が汗を流しました。
　玉ノ木区長は「区内もきれいになり、作業後は
みんなでお茶を飲みながら世間話にも花が咲きま
した」と笑顔をみせていました。

しめ縄づくりで新年を迎える準備臼と杵で息を合わせて餅つき

きれいに整備された町民研修センター前

磯町区　
花いっぱい運動

　磯町区（酒井賢治区長）では 12 月 9 日、花いっ
ぱい運動を行いました。作業には、約 20 人が参加。
同日は寒風が吹きつける冬空の下、パンジーや葉
牡丹など数種類の花を区内の花壇に植えていきま
した。
　酒井区長は「寒い中でしたが、区民の皆さんの
ご協力によりスムーズに作業を進めることができ
ました」と話していました。

花壇に色とりどりの花を植える区民の皆さん


