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木交

躍ア

のぬくもりを子どもたちに通事故に気を付けて楽しい休日を！

進！長洲柔道塾サリはたくさん採れたカイ？

　４月 25 日、すこやか館で３カ月児健診に参加
した 10 組の親子を対象に、木のおもちゃ『円形
木琴』が贈呈されました。
　これは、町の子どもたちの健やかな成長を願
い、乳児期から木に触れ合うことを通じて心を育
む「木育」を推進するウッドスタート事業の一環
として行われたものです。
　円形木琴の制作に取り組む全国ものづくり塾総
局長の原嶋友子さんは「木の香りを五感で感じ、
木の良さがわかる大人に育ってほしい」と笑顔を
見せました。

　４月 29 日、長洲有明ライオンズクラブは、長
洲港の有明フェリー乗り場で乗船待ちをしている
車に交通安全を呼びかけました。
　これは春の交通安全キャンペーンの一環として
毎年行われているもので、ことしで 15 年目を迎
えました。
　宮川勉会長は「せっかくの休日も事故を起こし
てしまえば台無しになるので、交通安全に気を付
けて楽しい休日を過ごしてほしい」と笑顔を見せ
ました。

　第 64 回仙酔峡旗争奪柔道大会が４月 19 日、
20 日に阿蘇市阿蘇体育館で開催され、幼児の部
で山田昊宜くん（鷲巣）が優勝。金井海広くん（腹
赤）が小学１年生の部で、田島元輝くんが小学２
年生の部でそれぞれ三位入賞を果たしました。
　幼児の部で優勝した山田くんは「オリンピック
柔道金メダリストの野村選手みたいに強くなっ
て、これからもっと勝ち続けたい」と意気込みを
話してくれました。

　長洲海岸で５月３日、４日に潮干狩りが開催さ
れ、両日合わせて約 3,000 人が参加し、有明海の
干潟を満喫しました。
　この取り組みは熊本北部漁業協同組合（上田浩
次代表理事組合長）が、子どもたちや地域住民の
皆さんに有明海の干潟にふれあってもらおうと毎
年開放しているものです。
　赤い貝を見つけた人には、長洲産の焼き海苔を
プレゼントするなどの企画もあり、大盛況のうち
に終了しました。

ウッドスタート事業で「円形木琴」を贈呈有明フェリーで交通安全キャンペーン実施

左から金井海広くん（腹赤）山田昊宜くん（鷲巣）田島元輝く
ん

長洲海岸で潮干狩りを満喫

の国もりあげタイ！プロジェクト始動

アッソ熊本ホームゲームで長洲町をＰＲ！

アッソ熊本トークショー

の火

アロ

アロ

　日本一地域に根ざしたクラブづくりを行ってい
る、ロアッソ熊本の「火の国もりあげタイ！」とし
て長洲町を担当する藏川洋平選手、五領淳樹選手、
澤田崇選手が4月24日に町役場を表敬訪問しまし
た。
　これはロアッソ熊本の選手たちが、行政や地域住
民の皆さんと交流を図りながら、熊本を盛り上げて
いくというプロジェクトで、3人の選手も「これか
らいろいろなところで長洲町をPRしていきたい」と
力を込めました

　４月２６日、ロアッソ熊本「火の国もりあげタ
イ！」プロジェクトの一環として行われたタウン
デー。ロアッソ熊本ホームゲームの日に各市町村が
うまかな・よかなスタジアムでPRを行うというもの
で、第１回目として、試合前にふれきんちゃんと中
逸町長がピッチサイドに立ち、長洲町のPRを行いま
した。
　この日は長洲町の物産市も催され、長洲産ミニト
マト・きゃあめし弁当・おにぎり天・金魚もなかの
物販も行いました。どれも即完売するほど大盛況で
した。

　５月４日、火の国長洲金魚まつりのロアッソ熊本
トークショーに、DJ K

コ バ
OVAさんとロアッソくんが

来てくれました。この日はきんぎょ姫と一緒にス
テージに立
ち、会場の子
どもたちと○
×ゲームをす
るなど、大い
に盛り上がり
ました。

ロアッソ熊本を応援しよう！

うまかな・よかなスタジアムにて PRを行う中逸町長とふれきんちゃん

　長洲町＝金魚。ふ
れきんちゃんが可愛
くて好感度120％で
す！町民の皆さんと
ふれきんちゃんが一
緒に応援に来てくれ
るとうれしいです。
また長洲町に行きた
いと思います。よろ
しくお願いします。
■ＤＦ　■36歳
■山口県出身

　ロアッソと共に長
洲町を盛り上げま
す！長洲町に多くの
人が遊びに来てくれ
るとうれしいです。
ぜひロアッソの試合
観戦に来てくださ
い。

■ＭＦ　■24歳
■鹿児島県出身

　先日伺ったとき、
長洲町のみなさんが
温かくて好印象でし
た。熊本県出身の自
分にとってうれしい
発見です。長洲町と
ロアッソを共に盛り
上げていきましょ
う！これからもよろ
しくお願いします。
■ＦＷ　■23歳
■菊陽町出身

●「火の国もりあげタイ！」ロアッソ熊本の３選手の紹介

ロアッソ熊本の応援に行こう！（場所：うまかなよかなスタジアム）

日時 開始時間 対戦相手

６月21日㊏

午後７時

京都サンガF.C.

７月５日㊏ FC岐阜

７月26日㊏ 水戸ホーリーホック

８月３日㊐ ザスパクサツ群馬

８月17日㊐ ジェフユナイテッド千葉

８月31日㊐ コンサドーレ札幌

●問 （株）アスリートクラブ熊本（☎ 096-282-1200） 　HP http://roasso-k.com/

23藏川 洋平選手 19五領 淳樹選手 20澤田 崇選手
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町区　お・も・て・な・し！

の学校で農業体験荒神区　班対抗親睦ビーチボールバレー大会

とりどりの花の苗を各小学校へ源寺区　グラウンドゴルフ大会 年の功績をたたえて

赤区　第53回区民体育祭 タルがことしも鑑賞できます

　出町区（鹿本隆彦区長）では５月３日、長洲駅
から町内各地を歩く「ＪＲウォーキング」の参加
者約 620 人に休憩所の提供をし、出町観音前で長
洲産ミニトマトや漬物を無料配布しました。また、
今回は出町のお観音さんの由来を記した看板を制
作し、歴史を紹介するなどして参加者をもてなし
ました。
　鹿本区長は「長洲産ミニトマトや歴史を通じて
参加者の皆さんをおもてなしすることができまし
た。皆さんに笑顔で喜んでもらってうれしいです」
と笑顔を見せました。

　ながす地域活動（増岡美知子会長）は５月 11日、
「畑の学校」を開催し、子どもたちが農業体験を
しました。
　これは、子どもたちに栽培や収穫を通じて自然
や食の大切さを知ってもらおうと、耕作放棄地を
活用して平成 23 年から毎年行われているもので
す。
　この日は、シマメロンやカボチャなどの種まき・
苗植え、スナップエンドウとタマネギの収穫が行
われ、参加した子どもたちは強い日差しの中、収
穫した野菜を手に笑顔を見せました。

　東荒神区（髙松幸志区長）では５月 11 日、長
洲小学校体育館で「東荒神区班対抗親睦ビーチ
ボールバレー大会」を開催しました。大会は、今
年で 26 回目を迎え、子供会、老人クラブ若葉会
を含めた約 80 人が参加し、世代を超えた交流試
合が行われました。
　髙松区長は「珍プレー、好プレーの和やかな雰
囲気のなか、選手と応援者が一体となり、区民の
親睦と融和が図られました」と話していました。

　子どもたちの非行と立ち直りを支援する長洲町
更生保護女性会（一木澄子会長）は５月９日と
13 日、町内各小学校を訪れ、ベゴニアやミムラ
スなどの花の苗約 400 本を贈呈しました。
　これは、同協会の子育て支援地域活動の一環で、
子どもたちがきれいな花を見て育ておだやかな気
持ちになり、優しく思いやりの心を育んでほしい
という思いから毎年実施されているものです。

　清源寺区（田上秀美区長）では５月６日、Ｂ＆
Ｇ総合スポーツセンターにてグラウンドゴルフ大
会が開催されました。この日は天候にも恵まれ、
参加者は約 200 人。32 チームに分かれ、それぞ
れグラウンドゴルフを通じて和気親睦を深めまし
た。最後には抽選会も開催され、会場は大いに盛
り上がりました。
　田上区長は「天気も良く、区民のみなさんや役
員の協力により応援も一体となり、それぞれに親
睦を深めることができ、いい日になりました」と
笑顔を見せました。

　平成26年春の叙勲において、馬渕龍助さん（梅田区）
が旭日双光章を受章され、５月８日、県庁で行われた
叙勲伝達式において、蒲島知事から勲記と勲章が手渡
されました。
　馬渕さんは、昭和 40 年から７期 28 年間、町議会
議員として在籍。平成５年から４年間は議長として務
め、地方自治に尽力された功績により、この度の受章
となりました。
　馬渕さんは、「今回の受章は、長年私を支えてくだ
さった皆さんのおかげで頂いたものであり、感謝の気
持ちでいっぱいです。これからも、叙勲に恥じないよ
う地元の皆さんのために頑張っていきたいです」と感
謝の言葉と受章の喜びを語りました。

　腹赤区（西林亘区長）では５月３日､ 腹赤児童
公園で、第 53回区民体育祭を開催しました｡
　これは、区民の親睦､ 融和を図ろうと毎年開催
しているもので、晴天のもと子どもから高齢者ま
で多くの区民が参加し､ 区内の各班対抗のボール
運びや綱引き､ 二人三脚などの各種競技や区内マ
ラソン、親子リレーなどの競技が繰り広げられ、
大いに盛り上がりを見せました｡
　西林区長は「多くの区民の人が参加し、世代を
超えての交流が図られました。今後も、区民一体
となり、親睦を深めていきたい」と笑顔を見せて
いました。

　きれいな水や、豊富な自然環境のもとでしか生
息しないとされる「ホタル」。赤田区内の宮崎川
沿いでは、ことしも淡い光を放ちながら飛ぶホタ
ルが観賞できます。
　一般的には、▷月明かりがない暗い日▷雨上が
りなどで蒸し暑い夜▷風が吹いていないなどの条
件がそろうと活発に活動すると言われています。
観賞のピークは、６月上旬の午後 8時～ 9時頃で
す。
　ホタルを見るときは、懐中電灯などを極力使用
せず、ごみを捨てないなどのマナーを守って観賞
しましょう。また、暗い場所ですので、足元にも
ご注意ください。

JR ウォーキング参加者にミニトマトをふるまう皆さん

スナップエンドウの収穫わきあいあいとビーチボールバレーを楽しむ皆さん

苗を贈呈する増岡さんと受け取る六栄小学校塩山教頭青空の下、グラウンドゴルフを楽しむ皆さん 馬渕龍助さんが旭日双光章を受章

みんなの力を一本の綱に！ 周囲は幻想的な雰囲気に


