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子どもから大人までみんな笑顔
長洲幼稚園で家庭教育子育て講座

　親子で子育てを考える「親子コンサート＆子育てトーク
ショー」は 11 月 26 日、長洲幼稚園 ( 吉村シズ代園長 ) で開
催されました。この日は、講師にくまもと県民テレビの情報
番組「テレビタミン」のコメンテーターで活躍中のシンガー
ソングライターむたゆうじさんを招き、「心の壁を越えて」を
テーマに、歌を交えた講演が行われました。
　講演の前半に行われた親子コンサートでは、歌の掛け合い
が行われました。後半の子育てトークでは、むたさんの軽妙
なトークに子どもから大人まで笑顔で楽しみました。

むたさんと一緒に楽しく歌を歌う子どもたち
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「いのちと仕事」を伝える
長洲町人権教育講演会

　長洲町人権教育講演会（町、町教育委員会、町人権教育推
進協議会主催、町老人クラブ連合会「老人大学」共催）は 11
月 27日、町中央公民館で行われました。
　この日は、熊本市食肉センターの坂本義喜さんを講師に招
き、「いのちと仕事」をテーマに講演が行われました。食肉解
体という命に係わる仕事を通じて学んだ命の大切さ、責任感
に、参加者約 90人は真剣な表情で講師の話に聞き入っていま
した。
　そのほかにも、県の人権啓発キャラクター「コッコロ隊」
による人権ステージ、絵本の読み聞かせなども行われ、命と
人権について考えるひとときとなりました。いのちの尊さ、大切さを気持ちを込めながら話す坂

本さん

六栄小学校をきれいにしてくれてありがとう
六栄小児童がシルバー人材センターに感謝状を贈呈

　六栄小学校（藤原伸作校長）で、11 月 27 日、同小児童が
町シルバー人材センター（大山真理子理事長）に感謝状を贈
呈しました。
　これは、11月９日に町シルバー人材派遣センター 37人が
同小で除草や清掃活動のボランティア作業を行ったことによ
るもの。同日は６年生の平野由唯さん（古城）、佐藤愛結果さ
ん（古城）、片岡皇士朗くん（鷲巣）が絵画と感想文で作成さ
れた感謝状を同センターの人たちへ手渡しました。
　同センター人材理事の橘馨さん（古城）は「きれいな学校
で元気いっぱい勉強してください」と子どもたちにエールを
送りました。

感謝状を手にして満面の笑みの同センターの皆さんと感
謝状を渡した（左から）平野さん、佐藤さん、片岡くん
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小学校を花いっぱいに
長洲小学校で地域の人と花いっぱい運動

町の図書環境整備の一助に
長洲町商工会が町へ寄附金を贈呈

　長洲小学校（髙森秀一校長）で 11月 26 日、花いっぱい運
動が行われました。これは、児童たちが自分の通う学校を花
いっぱいにしようと毎年行われているものです。今回は学校、
家庭、地域の連携を積極的に深めようという「熊本版コミュ
ニティ・スクール」の取り組みの一環として初めて保護者、
学校支援ボランティアなどが参加。和やかな交流が図られま
した。塩山浩人教頭は「子どもたちには自然体験の一つとして、
地域の人たちと花いっぱいにしていることを実感してもらえ
たらうれしいですね」と笑顔を見せました。

　町の図書環境整備に役立ててほしいと町商工会（大崎正志
会長）は 11月 26 日、町役場を訪れ、中逸町長へ寄附金を贈
呈しました。これは同商工会が 11 月６日に開催したチャリ
ティーゴルフコンペの中で募ったもの。これまでも、同商工
会ではゴルフコンペを通じて募った寄附金を福祉施設などに
贈呈しています。
　この日は大崎会長をはじめ、福村俊行副会長、牧野定徳指
導員が訪れ、中逸町長へ寄附金を手渡しました。大崎会長は「今
後もより多くの参加者を募りながら、寄附を続けていきたい」
と抱負を語りました。

夢中になって自分の学校に花を植える児童たち

寄附金を贈呈した大崎会長（左から２番目）

小学生女子団体が優勝、個人の部 前田美侑さん（向野）が優勝
第39 回玉名郡市防犯柔道大会

　第 39 回玉名郡市防犯柔道大会は 11 月 17 日、玉名市武道
館で開催され、長洲柔道塾（新宅一成監督）所属の田島元輝
くんが小学１年男子の部で、前田美侑さん（向野）が小学 3
年女子の部で優勝、小学生女子団体では優勝を飾りました。
　この日は幼児から中学生までの約 140 人が参加。日頃の練
習の成果を発揮しようと白熱した戦いが繰り広げられました。
なお、入賞者は以下の通りです。
　小学生女子団体　　　　　優　勝　前田　美侑さん（向野）
　　　　　　　　　　　　　　　　　岡本　心海さん（高田）
　　　　　　　　　　　　　　　　　松山　ナオさん（平原）
　個人　小学１年男子の部　優　勝　田島　元輝くん（高道）
　　　　小学１年女子の部　３　位　山田莉々子さん（鷲巣）
　　　　小学３年女子の部　優　勝　前田　美侑さん（向野）
　　　　小学５年女子の部　準優勝　岡本　心海さん（高田）
　　　　小学５年女子の部　３　位　松山　ナオさん（平原）
　　　　小学６年男子の部　３　位　平山　一起くん（高道）

団体戦で優勝した（左から 2番目から）松山さん、
前田さん、岡本さん



̶ Nagasu Town Topics ̶まちの話題

　社会福祉法人池修会（大西祐子理事長）が運営するデイサー
ビスセンター「心の花」で 12月 10 日、当センター利用者が
自分たちで旗を作って長洲小学校マラソン大会で走る小学生
を応援しました。
　これは、マラソン大会で走る小学生を応援しようと初めて
行われたものです。当日は赤や青の画用紙に「頑張れ」など
と書かれたオリジナルの旗を持って、沿道を走る小学生に向
かって「頑張れー、頑張れー」と旗をふりながら熱心に応援
する利用者たちの姿が見られました。

沿道を走る小学生に声援を送る利用者たち

優勝した上之選手に優勝トロフィーを手渡す中逸町
長

　ボートレース場外販売場であるミニボートピア長洲 4周年
を記念して、大村市にあるボートレース大村で 12 月 8 日～
11日、「長洲金魚杯」が開催されました。
　これは、同販売場の 4周年設立記念を通じて、町と大村市
とのさらなる連携強化を目的に初めて開催されたものです。
　8日はミニボートピア長洲とボートレース大村で、金魚も
なかとミニトマトを配布し、町をＰＲしました。また、同大
会で優勝した上之晃弘選手には中逸町長から町マスコットの
ふれきんちゃんが描かれた優勝トロフィーを授与し、同大会
を締めくくりました。
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町事業に大いに役立ててほしい
有明新報社が町に寄附金を贈呈

５年生の部腹赤小、６年生の部六栄小が優勝
第 19回長洲有明ライオンズクラブ小学生サッカー大会

拳志会選手３選手が最優秀賞
第 14回日本少林武術祭

　町の事業に役立ててほしいと 12 月 3 日、有明新報社が町
へ寄附金を贈呈しました。これは、11月 14 日に有明カント
リークラブで行われた有明新報社杯有明地区チャリティーゴ
ルフ大会の参加費の一部を自治体助成金として贈呈されたも
ので、荒尾市にも寄附金を贈呈しています。
　この日は同社代表取締役の大賀茂功社長と取締役の尾形敏
之営業部長が来庁し、中逸町長へ寄附金を手渡しました。中
逸町長は「いつも長洲町を取り上げていただき大変感謝して
います。今後も同社に取り上げてもらえるよう、積極的な情
報発信をしていきたい」と抱負を語りました。

　第 19回長洲有明ライオンズクラブ小学生サッカー大会（長
洲有明ライオンズクラブ、長洲町サッカー協会共催）は 12月
1日、金魚と鯉の郷広場で開催されました。この日は、町内
小学校サッカー部の児童約 100 人が参加。５年生の部と６年
生の部に分かれて白熱した戦いが繰り広げられました。また、
大会後は腹赤区出身でロアッソ熊本育成スタッフの大瀬良直
人コーチたちを招いてサッカー教室も行われ、パスやドリブ
ルなど基本技術の指導を行いました。なお、試合結果は以下
の通りです。

　５年生の部　　　　６年生の部
　優　勝　腹赤小　　優　勝　六栄小
　準優勝　長洲小　　準優勝　清里小

　第14回日本少林武術祭（日本少林武術館主催）は12月１日、
菊池市の菊池市総合体育館で開催され、拳志会（稲富伸一会長）
の３選手が優勝にあたる最優秀賞、２選手が準優勝にあたる
優秀賞に輝きました。
　大会には県内各地の幼稚園から中学生まで約100人が参加。
トーナメント方式で試合が行われました。最優秀賞に輝いた
3選手のうち、腹赤小 4年の馬場蓮くん（清源寺）、長洲小 6
年の宮本茉凛さん（宮ノ町）は 2連覇を達成しています。
　なお、入賞結果は以下の通りです。

＜男子＞
幼年の部　　　優秀賞  　宮本　煌雅くん（宮ノ町） 
小学１年の部　優秀賞  　中山　遼樹くん（清源寺） 
小学４年の部　最優秀賞  馬場　　蓮くん（清源寺）
＜女子＞
小学 1・2年の部　　　　最優秀賞　小野 美玲さん（大明神） 
小学 5・6年・中学の部　最優秀賞　宮本 茉凛さん（宮ノ町）

寄附金を手渡す大賀社長（左）と中逸町長

大会後のサッカー教室でコーチの指導を熱心に聞き
入る児童たち

入賞した拳志会の選手たち

長洲町剣友会２選手が入賞
第39 回玉名市防犯少年剣道大会

　第 39回玉名市防犯少年剣道大会（玉名市剣道連盟主催）は
11月 24 日、玉名市武道館で開催され、小学校３年生の部で
磯野広幸くん（西荒神）が準優勝、西川侑亜さん（大明神）
が３位に入賞しました。
　同日は小中学生など合わせて約 150 人が参加。団体戦や学
年ごとの個人戦が行われました。入賞した磯野くんと西川さ
んは準決勝で対戦。磯野くんが西川さんに勝利し決勝へと進
みました。磯野くんは「決勝で去年と同じ相手に負けて悔し
かった。来年は優勝したい」と悔しさをにじませました。

準優勝に輝いた磯野くん（右）と３位に入賞した西
川さん

ボートレースを通じて金魚とミニトマトをＰＲ
ボートレース大村で「長洲金魚杯」が初開催
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オリジナル旗で小学生を応援
デイサービスセンター「心の花」の利用者がマラソンを頑張る小学生を応援
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上町区
花いっぱい運動

新山区
食の会

西荒神区
グラウンドゴルフ大会・恵比寿さん祭り

下本区
恵比寿さん祭り

　上町区（玉ノ木龍兒区長）では 11月 17 日、川沿いの草刈
りと花いっぱい運動を実施しました。川沿いの草刈りは早朝
から 10人が参加し、花植えには 32人が参加して行われまし
た。参加者はパンジーやチューリップの球根、アジサイなど
を植え、植えられたパンジーは各世帯に 3株ずつ配布されま
した。玉ノ木区長は「小雨の中、多くの区民に参加し協力い
ただき本当に感謝します」と感謝の思いを話しました。

　新山区（島永邦生区長）では 11月から「食の会」（大久保
久美子、望月登貴子代表）が発足しました。これは、これま
で同区公民館で行われている体操教室や歌の会の地域活動の
中で、「食」についても地域で取り組んでいこうという思いか
ら発足したものです。会には毎月約 20人が参加。同区の参加
者以外にも他の区の人も参加しています。大久保さんは「み
んなで集まってわいわい作ったり食べたりするのは本当に楽
しいです。今後も皆さんと一緒に続けていきたいと思います」
と笑顔を見せました。

　西荒神区（組脇勝利区長）では 11月 16 日にグラウンドゴ
ルフ大会、11月 22 日に恵比寿さん祭りが行われました。今
年で 20回目を迎えるグラウンドゴルフ大会には区民約 20人
が参加。晴天の中、同大会を通じて楽しく交流しました。恵
比寿さん祭りでは、参加者 24人が区民の安全と健康を祈願。
その後は甘酒と弁当が振る舞われました。

　下本区（湯村浩和区長）では 11月 22 日、恵比寿さん祭り
を開催しました。この日は区民30人が参加。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「今年も区の恒例
行事を無事に終えることができました。天気にも恵まれ、区
民の皆さんにご協力いただき本当に感謝します」と安堵の表
情を見せました。

活動に参加した区民の皆さん和気あいあいと食事を楽しむ参加者の皆さん

グラウンドゴルフで汗を流す参加者たち祈願して祈りをささげる参加者たち

上沖洲区
グラウンドゴルフ大会

　梅田区（濱﨑周一区長）では 12月 20日、梅田公民館で「遠
隔健康相談システム」の試験運用を開始しました。これは本
年度から地域公民館を中心にインターネットの活用を検証す
る「ICTを活用した地区公民館モデル事業」の一環として実
施されたものです。
　この日行われた住民説明会では区民 16人が参加。実際に機
器を使った説明などを受けました。今後、参加者は万歩計を
持ち歩いて歩数を記録し、その結果を週に一度公民館で記録。
データはインターネットを通じて町保健センターで見ること
ができるようになり、その結果を見ながら同センターとテレ
ビ電話で相談することが可能になります。

　上沖洲区（松下進区長）では11月24日、クリーンパークファ
イブグラウンドで恒例のグラウンドゴルフ大会を行いました。
これは、区民の親睦と交流を目的に毎年開催されているもの
で、参加した 88人は時には真剣に、時には笑顔を見せながら、
グラウンドゴルフを楽しんでいました。今大会では大人の参
加者のほかにも区内に住む子どもたち 17人も参加。慣れない
グラウンドゴルフに戸惑いながらも、他の参加者が丁寧に打
ち方などを指導し、一緒になって取り組む様子が見られまし
た。

システムの説明に資料を見ながら熱心に耳を傾ける
参加者たち

晴天の中、グラウンドゴルフを楽しむ区民の皆さん

地域だより
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地域の健康づくりにインターネットを活用
梅田区で遠隔健康相談システムを試験運用


