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一番ノリを寄贈した上田組合長（左）と中逸町長

長洲ノリをみんなに味わってほしい
熊本北部漁協が一番摘みノリを寄贈

　熊本北部漁業協同組合（上田浩次代表理事組合長）は１月 28
日、町役場を訪れ、長洲地先で採れた一番ノリを寄贈しました。
これは、同組合が２月６日の「海苔の日」にあわせて地元特産
の味を知ってほしいと約 30 年以上前から毎年贈っているもの
です。寄贈されたノリ約 4,000 枚は、各小中学校、幼稚園、保
育所に配られました。
　上田組合長は「今年は平年よりいいものが採れました。子ど
もたちにぜひこのおいしいノリを食べてもらいたいですね」と
思いを話しました。
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入賞を果たした長洲町剣友会

長洲町剣友会Ａチームが３位入賞
第13回青魂会旗争奪剣道大会

　第 13回青魂会旗争奪剣道大会は１月 27日、玉名市武道館で
開催され、長洲町剣友会Ａチームが団体戦で３位入賞を果たし
ました。
　同大会の団体戦には県内から 17チームがエントリー。各ブ
ロックの予選リーグで上位２チームが決勝トーナメントに進む
形で行われました。松永大和主将は「今回の大会で見つけた課
題を克服して、３月の大会では３位以上の成績を残したいです」
と次の大会への決意を話しました。
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目で耳で体で音楽を満喫
六栄小で専大玉名高校吹奏楽マーチングバンドが演奏会

　専修大学玉名高等学校吹奏楽部の 31 人が１月 31 日、六栄
小学校を訪れ、同校児童とひまわり幼稚園の園児たちにマー
チングを披露しました。
　児童たちは、楽器の演奏を楽しみながら、目の前で繰り広
げられるフラッグやバトンの演技に釘付けの様子。リズムに
合わせて体を動かしたり、手拍子をしたり、一緒に口ずさん
だりと時間を忘れてマーチングを全身で楽しんでいました。
　６年生の光安翔くんは、「演奏や動きがすごくてびっくりし
ました。ぼくたちのためにありがとうございました」とお礼
を述べました。

マーチングに飛び入り参加した児童たち

町に光ファイバーが整備。ICT利活用へ期待
NTT西日本フレッツ光サービス提供開始式典がながす未来館で開催

　西日本電信電話株式会社（NTT西日本）熊本支店によ
る「NTT西日本フレッツ光サービス提供開始式典」は 2
月 25 日、ながす未来館で開催されました。これは、これ
まで町への要望が高かった光通信網が町に整備され、2月
25 日からのサービス提供開始を祝して行われたもので、同
日は、同支店より大森浩史副支店長をはじめ、中逸町長、
大﨑正志長洲町商工会会長、各区駐在員など約 50 人が参
加しました。
　式典では大森副支店長が「長洲局エリアで今回提供開始
する光通信網を基盤として、今後、長洲町様とも連携して、
さまざまなサービスメニューを提供し、ぜひ一人でも多く
の人にお使いいただければと思います」とあいさつ。中逸
町長は「大きく町を変える可能性を持つ基盤が整備され大
変感謝いたします。今後は光通信を生かしたまちづくりに
取り組んでいきたいと思います」と光通信を利用した新た
な取り組みへの意気込みを話しました。
　式典後には、光通信を使ったサービスも紹介。出席した
駐在員の皆さんは熱心にサービスの内容を聞く様子が見ら
れました。
　なお、同サービスの体験コーナーを町中央公民館に 4月
30 日まで設置しています。実際に直接見て触ることができ
ます。ぜひ一度体験ください。
＜フレッツ光ネクストサービスエリア＞
■地域名（NTT長洲交換局エリアの一部地域）
■市外局番（0968）■市内局番（63、65、69、78 の局番の
一部エリア）
＜光通信網でひろがる新たな可能性＞
■超高速回線によりネットを利用したさまざまなサービス
が可能に
　光通信網はこれまでのADSL のような回線の通信速度
に比べて、大容量のデータ通信が可能なため、テレビで見
られる動画やテレビ電話など、双方向の映像コミュニケー
ションを利用することが可能になります。
■光ＢＯＸ
　テレビで誰でも簡単にインターネットが利用できます。
インターネット上の動画や、さまざまな映像サービスをテ
レビで楽しめます。
■光だんらんＴＶ
　テレビを通じて、その画面でテレビ電話が簡単に利用で
きます。映像はとても高品質で音質も明瞭。まるで目の前
にいるような臨場感あふれる映像コミュニケーションで
す。

開通を記念してテープカットをする（左から）大森副
支店長、大﨑町商工会長、中逸町長、浦田計廣駐在員
会会長

開通を記念してあいさつをする大森副支店長

式典の中で行われた中逸町長とNTT西日本熊本支店
とのテレビ電話の様子

町中央公民館に設置されている体験コーナー
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西山侑志くん（駅通）が優秀作品
平成24年度人権メッセージ「あなたのひとこと」

船上で英会話を楽しく学ぼう
英語でしゃべらないとオン・有明フェリー

　このほど、清里小学校６年の西山侑志くん（駅通）の作品
が平成 24 年度人権メッセージ「あなたのひとこと」の作品の
中から優秀賞に選ばれました。同メッセージには、県内から
応募総数 13,352 点の応募があり、西山くんは優秀作品の 10 作
品に入賞。優秀作品に選ばれた西山くんは、１月 27 日に開催
された「熊本県人権フェスティバル」の中で行われた表彰式
に出席し、県の人権啓発キャラクター「コッコロ」から表彰
を受けました。

熊本県人権啓発キャラクターコッコロ賞
「見てるだけ　わかっているけど
　　　　　　　うごけない　こんな自分とはさよならだ。」

　長洲町国際交流友の会（徳田美津子会長）が主催する「英
語でしゃべらないとオン・有明フェリー」は 2月 23 日、有明
フェリーの船上で開かれ、小学生約 50 人が英会話を学びなが
らクルージングを楽しみました。
　子どもたちは、ＡＬＴ（外国語指導助手）や同会員のサポー
トを受けながら、カードゲームやリズムゲームなどで英単語
をマスター。書いたり、聞いたり、発音したりして、楽しく
英会話を身に付けていました。
　参加した腹赤小 4年の福田花純さんは「英語で覚えた動物
の名前を友達に教えたいな」と笑顔を見せていました。 優秀作品に選ばれた西山くんホリー先生（町ＡＬＴ）とゲームで英会話を楽しむ

子どもたち
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寄贈されたプランターを前に握手する
織田代表取締役（左）と中逸町長

アナウンサーが話す童話を熱心に聴く児童たち

花いっぱいにしてほしい
織田石油から町へプランターを寄贈

読み聞かせを通じて、想像力豊かな子どもに
RKKアナウンサーが子どもたちに童話を朗読

　㈲織田石油（織田明人代表取締役社長）から町へのプラン
ター贈呈は２月 12 日、町役場で行われました。
　これは、町青少年育成町民会議で環境部長などを務める織
田代表取締役社長が、町の環境美化への取り組みから寄贈し
たものです。寄贈されたプランターは12個で、幅80㎝、奥行き、
高さはそれぞれ 40㎝ほど。今後は金魚と鯉の郷広場の金魚の
館入口に設置される予定です。
　織田代表取締役社長は「金魚の館入口のプランターの花を
見て、町外から来た人がいい印象を持って帰ってもらえれば
うれしいですね」と思いを話しました。

　民間放送教育協会主催の子ども読み聞かせ教室は2月20日、
六栄小学校で行われました。これは同協会の「子ども未来プ
ロジェクト読み聞かせ事業」の一環として行われたものです。
同日は小 5，6年生約 90 人を対象にRKKアナウンサーの本田
史郎アナウンサーと福島絵美アナウンサーが臨場感いっぱい
に朗読を披露。子どもたちの熱心に話を聞く様子が見られま
した。朗読を聞いて先成海翔くん（古城）は「とても臨場感
のある話し方で、場面ごとにイメージができてとてもおもし
ろかったです」と感想を話しました。
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角　和典さん（福岡県大牟田市）の作品が特選
平成25年破魔弓祭（的ばかい）写真コンテスト

全国に長洲町の名を知らしめたい
FUKUEI　JAPANがフットサル全国大会に出場

　１月 20 日に行われた平成 25 年破魔弓祭（的ばかい）の写
真コンテスト審査会は２月５日、ながす未来館で開催されま
した。写真は県内外から 132 点が出展。審査の結果、次のと
おり作品が選ばれました。なお、コンテストに応募があった
写真は、４月中旬まで金魚と鯉の郷広場内にある金魚の館で
展示されています。ぜひ一度ご覧ください。

特選
角　和典（福岡県大牟田市）
準特選
角　和典（福岡県大牟田市）
古田哲也（熊本県宇城市）

入選
佐藤誠治（熊本県荒尾市）
梅野秀親（熊本県荒尾市）
浜田知博（福岡県大牟田市）
与古田弘（熊本県大津町）
与古田弘（熊本県大津町）
古田哲也（熊本県宇城市）
福永亮二（熊本県熊本市）

　腹栄中学校サッカー部OBを中心に構成されているフット
サルチーム FUKUEI　JAPAN は 2 月 18 日、町役場を訪れ、
3 月８、９、10 日に静岡、大阪、東京で行われる「PUMA 
CUP　第 18 回フットサル選手権大会」への出場報告を行いま
した。
　同チームは昨年 12 月に行われた同大会の九州予選で準優勝
を果たし、2年連続本大会への出場となります。
　同チームの代表兼主将を務める塚本雄作さん（向野北）は「昨
年は大会の空気に飲まれてしまった部分があったので、今年
は昨年の経験を生かして空気に飲まれず自分たちのプレーが
できればと思います」と大会への意気込みを話しました。

特選を受賞した角和典さんの「的ばかい」同チームの名前が入ったタオルを持つ中逸町長（中
央）と西尾純平副代表（左）と塚本雄作代表兼主将
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赤崎区　
防災訓練・どんどや

新山区　
健康ウォーキング

どんどや　
宝町区、新山区では1月19日、どんどやを開催しました。

　赤崎区（城戸満区長）では１月 13 日、区内グラウンドで防
災訓練とどんどやを行いました。活動には約 130 人が参加。
消防団の協力のもと、消火器を使った初期消火訓練が行われ
ました。実際に消火器を初めて使う人もいて、「体験できてよ
かったとの声も聞かれ、有意義な時間となりました」と城戸
区長はにっこり。また、どんどやでは無病息災を願ってやぐ
らが燃え盛る様子を見守りました。
　終了後には、区の保全隊により、おにぎりやぜんざい、豚
汁などが振る舞われ、親睦の輪が広がっていました。

　新山区（島永邦生区長）では１月 27 日、健康ウォーキング
を行いました。晴天に恵まれた同日は、小学生から高齢者ま
で45人が参加しました。コースは浦川沿いを周回する約３㎞。
少し冷たい風が吹く中ではありましたが、途中ひばりの鳴き
声に早くも春の訪れを感じながら、ウォーキングを楽しみま
した。
　島永区長は、「ウォーキングは区の恒例行事。みんなで歩き
ながら交流を深め、健康的で楽しい時間を過ごすことができ
ました」と笑顔を見せていました。

新山区

　「早朝から竹の切り出し
ややぐらの組み立てを行い
ました。『いい年でありま
すように』とお祈りしまし
た。婦人会から振る舞われ
た豚汁で、身も心も温まり
ました」と島永邦生区長。

宝町区

　「今年も無事にとり行う
ことができました。年々、
参加する人が増えているの
は、地域の皆さんやぜんざ
い会を担当してもらってい
るご婦人方の協力の賜物で
す」と小裏勝廣区長。

消火器を使って初期消火訓練を実施

ウォーキングで健康とふれあいを

地域だより


