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戦没者に敬意と哀悼を祈り
～戦後 69年 平成 26年度戦没者追悼式～

故 中逸章二（中町）元町議会議員が旭日単光章を受章
～町政の発展に尽力～

　4月 3日、ながす未来館で平成 26年度戦没者追悼式が行わ
れました。
　会場には町内外から多くの人が来場し、戦没者に祈りを捧
げました。
　式典の中で中逸町長は「戦没者の御霊が安らかなることを
祈り、崇高な精神を受け継ぎ、長洲町の発展に努めたい」と
あいさつし、長洲町遺族連合会の松下進会長は「昨今の世界
の不安定な情勢を注意深く見守り、恒久の平和を私たちが守っ
ていかなければならない」と戦没者への誓いを述べました。

　元町議会議員の故 中逸章二さん（中町）への叙勲伝達式は
3月 14日、町役場で行われました。
　中逸さんは、昭和 60年に町議会議員に初当選後、５期 20
年にわたり町議会議員として、町の発展に尽力しました。そ
のほか議員活動以外にも、町消防団分団長、玉名郡体育指導
委員協議会名誉会長などを歴任。多岐にわたって功績を残し
ました。
　伝達式では、中逸町長より妻の豊乃さんへ勲記ならびに勲
章が伝達されました。妻の豊乃さんは「皆さんのおかげでこ
のような名誉なものをいただき、夫も喜んでいると思います」
と笑顔を見せました。

哀悼を祈り花を手向ける参列者 勲章と勲記を受け取った中逸豊乃さん（左）
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新入生の安全を守る
～荒尾地区交通安全協会と荒尾警察署が交通安全グッズなどを寄贈～

　４月に小・中学校に入学する新入生の安全を願い、4月 2日、
荒尾地区交通安全協会（山口賢一会長）からランドセルカバー
が、荒尾警察署（村上寿一交通課長）から交通安全グッズが
それぞれ長洲町に寄贈されました。
　これは、新入生に安全な学校生活を送ってほしいと同協会・
同警察署から毎年寄贈されているものです。交通安全グッズ
の中には学童用傘（新小学一年生へ）や、反射たすき（新中
学一年生へ）など新入生を守るグッズが含まれています。
　同日寄贈されたランドセルカバーと交通安全グッズは、入
学式以降に各小中学校で新入生に配布されています。左から松本教育長、山口会長、村上交通課長
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食を通じて国際交流
～長洲町国際交流友の会「クッキング交流会」～

　長洲町国際交流友の会（徳田美津子会長）は 3月 16日、クッ
キング交流会を開催しました。これは、食を通じて世界各国
の文化や伝統を感じてもらおうと毎年行われているものです。
　この日は、子どもから大人まで 27 人が参加。参加者はＡ
ＬＴの先生たちと一緒に、イギリスで普段から食べられる家
庭料理のブロッコリーとカリフラワーのスープ、挽き肉の上
につぶしたジャガイモとチーズをのせてオーブンで焼いたコ
テージパイ、ハチミツを使ったスポンジケーキの 3品に挑戦
しました。
　徳田会長は「世界にたくさんおいしいものがあることを知っ
てもらって、世界を身近に感じてもらえたらうれしいです」
と笑顔を見せました。

　このほど、古城区の小岩井今朝和さんの長年にわたる福祉
活動への功労に対し、県知事から表彰状が贈られました。
　小岩井さんは、昭和 57年から町身体障害者福祉協議会に所
属。同会代表理事を務めるほか、熊本県においても身体障害
者相談員を 16年間務めるなど、幅広い活動に精力的に取り組
まれてきました。
　報告を受けた中逸町長は、「長洲町民にとってもうれしいこ
とであり、誇りです。長年の活動に感謝いたします」と喜び
を伝えると、小岩井さんは、「表彰していただけるなど思って
もみませんでしたが、とてもうれしく思っています。今後も
町民の皆さんのために活動を続けていきたい」と力を込めま
した。

ＡＬＴの先生たちと一緒に料理する参加者たち開所を祝って行われたテープカット

長年の社会福祉活動に尽力
～小岩井今朝和さん（古城）に県知事表彰～

表彰された小岩井さん（中央）、町身体障害者福祉
協議会の前田守彦会長（左）と中逸町長
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海岸の散歩も快適に
～長洲海岸沿いにトイレがお目見え～

　長洲海岸沿いの道路や長洲港周辺の整備に伴い、海岸の利
用者や散歩者などの利便性の向上を図るため、「長洲海岸エリ
アトイレ」が新山区に完成しました。木材をふんだんに使っ
た温かみのあるトイレは、海沿いの景色に調和した造りになっ
ています。
　開所式は 4月 7日に開催。関係者や地域住民約 20 人が集
まり、トイレの完成を祝いました。中逸町長は、「夕日がきれ
いな遊歩道の整備の一環として新山区にできた新しいトイレ
です。散歩の際など、多くの皆さんに利用していただけたら
と思います」とあいさつ。式典終了後には、地域住民へのお
披露目会も行いました。
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長洲柔道塾躍進
～第17回馬場道場 (人吉・球磨 )九州柔道錬成会～

　第17回馬場道場(人吉・球磨)九州柔道錬成会が３月29日・
30 日に開催され、福岡や鹿児島など九州各地 67の道場から
多くの選手が参加し、熱戦が繰り広げられました。
　同大会では、小学２年生の部で山田莉

り り こ

々子さん（鷲巣）が
25 人の中で３位入賞、80 人参加した中学２年生の部で田頭
弘
こうしん

紳くん（平原）が優勝。岡本海
かい き

輝くん（高田）が３位に入
賞しました。

左から田頭弘紳くん、山田莉々子さん、岡本海輝く
ん
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九州の大舞台で全力プレー
～バレイアサッカークラブU-11 が九州 2大会出場～

　バレイアサッカークラブU-11 は、1 月 12、13 日に行わ
れた「JA全農杯チビリンピック 2014 小学生 8人制サッカー
in 九州」および 3 月 22、23 日に行われた「九州ジュニア
（U-11）サッカー大会」に出場し、強豪ひしめく九州の舞台
で全力プレーを見せました。
　同チームは、昨年 12月に行われた熊本県大会で準優勝を果
たし、２大会への出場権を勝ち取りました。試合では、各県
を勝ち上がったチームを相手に堂々とプレーしました。
　なお、チビリンピックではベスト 8に入賞し、今後の活躍
に弾みをつけました。九州大会でも活躍を見せたバレイアサッカークラブ

U-11
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田島元
げん き

輝くんが優勝、金井海
みひろ

広くんが準優勝
～第５回熊本県小学生学年別柔道大会～

　公益社団法人熊本県柔道整復師会主催の第５回熊本県小学
生学年別柔道大会は 4月 6日、山鹿市総合体育館で開催され、
長洲柔道塾所属の田島元輝くんが小学２年生の部で優勝、金
井海広くんが小学 1年生の部で準優勝しました。
　田島くんは出場した 102 人の中、見事優勝を果たしました。
金井君も決勝戦で惜しくも敗戦したものの準優勝という結果
を残し、出場した 53人の中、初入賞を果たしました。
　長洲柔道塾監督の新宅一成監督も「これからもっと優勝・
入賞できるように指導を進めていきたい」と決意を新たにし
ました。

　町マスコットキャラクターふれきんちゃんや、有明海の夕
日、的ばかいをモチーフに作成した長洲町オリジナルナンバー
プレートの交付が 4月 14日から始まりました。
　記念すべき交付第 1号は、お客さんの代理で来庁した、清
源寺でバイク店を営む黒木晴義さん。ふれきんちゃん立会い
のもと、中逸町長から直接プレートが手渡されました。
　中逸町長は「ご当地ナンバーにぜひ付け替えていただき、
長洲町をＰＲしてもらえたらうれしい」と笑顔を見せていま
した。なお、現在使用中のナンバープレートとの交換も無料
で行っています。

左から金井海広くん、田島元輝くん

ロアッソの選手とサッカーをする小学生たち

長洲産ミニトマト販売促進を開催したイトーヨーカ
ドー（横浜市能見台支店）

ご当地ナンバープレートをつけて街を走ろう
～オリジナルナンバープレート交付開始～

交付第１号の黒木晴義さん（左）
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小学生がプロのサッカーを間近で体験
～熊日長洲販売センターが「ロアッソサッカー教室」を開催～ 

長洲産ミニトマトを関東でトップセールス
～長洲産ミニトマト販売促進事業を開催～

　熊日長洲販売センターは 3月 31 日、熊本県を拠点に活動
するプロサッカーチームのロアッソ熊本の選手を招いて「ロ
アッソサッカー教室」を初開催しました。これは、同センター
が町内の小学生にプロ選手との交流を通じて、サッカーをもっ
と好きになってほしいと同チームに呼びかけて行われたもの
です。
　この日は、町内小学生約 20人が参加し、同チームからは藤
本大選手、黒木晃平選手、山崎侑輝選手が参加。コミュニケー
ションを取る練習や、基本練習、選手と小学生の試合などが
行われ、小学生たちはプロのサッカーを間近で体験していま
した。

　長洲産ミニトマトの認知度アップ・販路拡大をはじめ長洲
町をPRしようと 4月 19日、神奈川県横浜市・川崎市で長洲
産ミニトマト販売促進事業を開催しました。
　この取り組みは、毎年ミニトマト生産者・JA玉名長洲総合
支所・関東の卸売業者で実施されているものです。本年度より、
更なる長洲産ミニトマトの販路拡大・PRしようと中逸町長も
参加し初めて行政・生産者・JA・業者で連携して開催。たく
さんの関東のお客さんに、長洲産ミニトマトの試食・販売や
長洲町パンフレットやふれきんちゃんグッズを配布しました。
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向野区
向野ふれあいグラウンドゴルフ大会

　向野区では 2月 2日、六栄小学校の校庭で、向野区班別対
抗グラウンドゴルフ大会を開催しました。これは、一区一創
運動事業の一環として開催されたもので、11歳から 90 歳ま
での幅広い年齢の区民約 90人が集まり、和気あいあいとした
雰囲気の中でプレーを楽しみました。
　浦田前区長は「また来年も多くの人に参加してもらい、こ
のような運動を通じて元気な身体を作りたい」と笑顔を見せ
ていました。

元気にグラウンドゴルフを楽しむ区民の皆さん

新山区
自主防災活動・グラウンドゴルフ大会

赤田区
防災訓練

　新山区では 3月 9日、自主防災活動とグランドゴルフ大会
が行われました。防災活動では、避難経路の確認や、自宅か
ら避難場所の長洲中学校までかかる時間の計測などを行いま
した。また、集会所で行われた竹本康美副町長による防災講
和には約 50人が参加、区内の防災意識を高め、今後の取り組
みに意欲を見せていました。
　なお、この日はグラウンドゴルフ大会も行われ、大いに盛
り上がる中、区民の親睦が図られました。

　赤田区では 4月 20 日、赤田区公民館で防災訓練を実施し
ました。
　これは、同区民の防災意識を高めることや、災害への注意
喚起を目的に行われたものです。訓練では、区の地図を見な
がら、川沿いの住民の避難経路や一人暮らしの高齢者宅を
チェックするなど、災害を想定し話し合いが進められました。
　小柳区長は「年に４回はこのような会を開き、より現実的
な防災地図をつくりたいと考えています。また、こういう場
で親睦を深め、いざという時の“共助”に繋げられたら」と、
区内の防災意識の向上に力を込めました。

防災訓練後、グラウンドゴルフを楽しむ皆さん

防災マップを囲み危険箇所を確認

地域だより


