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洲町で買い物を楽しもう！ 洲柔道塾 大躍進!!

を聞いて知る世界 れまでの恩返しを

林武術 拳志会 ６人が入賞く美術館」から大作絵画の寄贈

洲柔道塾 ２選手が九州大会で活躍！洲町から社会を明るくする

　７月 1 日、長洲町プレミアム商品券（ながすま
いる券）が販売されました。
　これは、町内での買い物客を増やし、町商工会
の活性化を図るため、毎年実施されているもので、
販売初日のこの日は、臨時販売所の役場ロビーに
販売開始前から多くの人が列を作りました。
　最初の購入者には中逸町長、大﨑商工会長、ふ
れきんちゃんより直接商品券が手渡されました。
　この商品券は大好評のうち、７月 10 日に完売
しました。

　第 39 回西居旗少年柔道大会は６月 15 日、玉名市武道館で開
催され、長洲柔道塾（新宅一成監督）所属の選手が、輝かしい
成績を修めました。なお、入賞者は以下のとおりです。
＜団体＞
　小学生１、２年団体　長洲柔道塾Ａ　優勝
　金井海広くん（腹赤）田島元輝くん（玉名市）
　山田莉々子さん（鷲巣） 福田将道くん（宮崎）
　　　　　　　　　　　長洲柔道塾Ｂ　準優勝
　藤木青空くん（宮ノ町）一色寿杜くん（向野）
　永田大空さん（荒尾市）田上魁誠くん（清源寺）
　小学女子団体　優勝
　福川萌華さん（葛輪）岡本心海さん（高田）松山ナオさん（平原）
＜個人＞
　幼児の部　　　　　優勝　　山田昊宜くん （鷲　巣）
　小学１年男子の部　準優勝　金井海広くん （腹　赤）
　小学２年男子の部　優勝　　田島元輝くん （玉名市）
　小学２年女子の部　優勝　　山田莉々子さん（鷲　巣）
　小学４年女子の部　優勝　　前田美侑さん （向　野）
　小学６年女子の部　準優勝　福川萌華さん （葛　輪）

　長洲町国際交流友の会（德田美津子会長）主催
の「国際交流友の会第 1 回交流会」は 7 月 6 日、
町中央公民館で行われました。
　同日は、会員の島田和雄さん（東荒神）から「世
界半周旅行」についての話しを聞きました。島田
さんは 1978 年から約 3 年間にわたりザンビア共
和国とザイール共和国（現在のコンゴ民主共和国）
に仕事で滞在。その国での出来事など記憶をたど
りながら話されました。
　「36 年前だったからこそ、今はできないような
経験ができたと思う。とても貴重な経験ができま
した」と島田さんは昔を振り返っていました。

　元町議会議員の栗原豊亀さん（出町区）が旭日
単光章を受章し、６月 27 日、中逸町長が自宅を
訪れ、叙勲を伝達しました。
　栗原さんは、昭和 56 年から３期 12 年間、町
議会議員として町政に携わり、町議会総務常任委
員会委員長を歴任。その功績が認められ、この度
の受章となりました。
　栗原さんは、「受章の知らせを受けた時は驚き
ました。これまで自分一人で生きてきたのではな
く、万物のおかげで生かされてきたのだと思って
います。その恩返しをと思い、これからも笑顔を
絶やさず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。

　少林武術拳志会（稲富伸一監督）は６月 22 日に明
徳体育館で行われた第３回少林武術少年錬成大会で、
３選手が優勝にあたる最優秀賞、３選手が準優勝にあ
たる優秀賞に輝きました。
　大会には県内各地から約 90 人が参加。トーナメン
ト方式で試合が行われました。最優秀選手に輝いた３
選手のうち、長洲中 1 年の宮本茉凜さん（宮ノ町）と
腹赤小５年の馬場蓮くん（清源寺）が３連覇を、長洲
小２年の小野美玲さん（大明神）が２連覇を達成しま
した。
　なお、入賞選手は以下のとおりです。
＜最優秀賞＞　　　　　　＜優秀賞＞
　宮本茉凜さん（宮ノ町）　宮本爽雅くん（宮ノ町）
　馬場　蓮くん（腹　赤）　中山遼樹くん（腹　赤）
　小野美玲さん（大明神）　宮本煌雅くん（宮ノ町）

　全国移動展「動く美術館」（川島博館長）は７
月４日、長洲町に３点目となる大作絵画を六栄小
学校（藤原伸作校長）に寄贈しました。
　「動く美術館」は、地域の皆さんや子どもたち
に本物の芸術に触れる機会を提供する目的で行わ
れており、39年の歴史を誇る活動となっています。
　絵画を受け取った六栄小学校の藤原校長は「川
島館長の言われたとおり、子どもたちには今の長
洲町を創ってくれたおじいちゃんおばあちゃんを
大切にしてほしいと思います。そして長洲町を愛
し、絵に描かれた花のように自分の夢を咲かせて、
広い視野を持つ人に成長していってほしい」と話
していました。

　６月 21 日、22 日に佐賀県基山町総合体育館で
行われた九州少年柔道大会で、長洲柔道塾の金井
海広くん（腹赤）が小学 1 年男子の部で優秀選手
賞を、田島元輝くん（玉名市）が団体戦で準優勝
を果たしました。
　金井くんは「優秀選手賞をもらえて良かったで
す。次は優勝目指して練習を頑張りたいと思いま
す」と次の大会への意気込みを話しました。
　田島くんも「２年生団体で２位になれて良かっ
たけど、優勝したかった。次は優勝ができるよう
に頑張ります」と笑顔を見せました。

　7 月 1 日「社会を明るくする運動出発式」が役場庁
舎玄関前で行われました。
　これは、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更
生について理解を深め、犯罪や非行のない明るい社会
を築くための運動で、64 回目を迎える全国的な運動
です。
　式では、園児たちが「社会を明るくする運動が長洲
町に住んでいるたくさんの人に広まるよう、今日は
いっしょうけんめい啓発用品を配りたいと思います」
と宣言を行い、式典後、役場周辺の店舗で啓発グッズ
を配布しました。
　そのほかにも、更生保護協議会や更生保護女性会が
広報車での街頭啓発なども行いました。

最初の購入者に商品券を渡す中逸町長と大㟢商工会長とふれき
んちゃん

本大会で入賞した選手の皆さん

島田さんの世界半周記を真剣に聞く会員の皆さん 栗原豊亀さんが旭日単光章を受章

ほこらしげな笑顔を見せる選手たち川島館長から絵画を受けとる児童

九州少年柔道大会で成績をおさめた２人宣言を行う六栄保育所の園児たち
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山区　いつもきれいに！町区　一区一創運動 朝元気にラジオ体操！

崎区 願いを短冊に込めて の日！ えべっさん海祭り開催

栄保育所 七夕交流会

崎区 田植え 災の初期消火で被害を最小限に

　新山区（島永邦生区長）では６月１日、環境美
化活動を行いました。
　この活動は、区全体で取り組む活動で、年に１
回 20 年以上続いているものです。
　この日は全世帯の区民を 35 班に分け、各家庭
の周辺や日頃手の届かない所の草取りなど、区民
一体となって清掃を行いました。
　島永区長は「おかげさまで見違えるほどきれい
になりました。これからも環境美化活動を推進し
て区をきれいにしていきたいですね」と話しまし
た。

　上町区（玉ノ木龍兒区長）では６月 22 日、雨
の中区民 29 人が参加し、中央公園や川べりの草
刈りを行い、その後花いっぱい運動を行いました。
　花苗は“ニチニチソウ”50 本、“マツバボタン”
200 本を研修センターの周囲に植えました。また、
各世帯に３本ずつ、コリウスの配布も行いました。
　玉ノ木区長は「木の剪定を実施し、明るくなっ
た気がします。参加してくださった区民の皆さん
も、雨の中積極的に行動され、素晴らしい一区一
創運動となりました」と話しました。

　長洲ひまわり幼稚園（菅原雅子園長）は、2014 年
度のラジオ体操優良団体として全国表彰を受けまし
た。
　ラジオ体操は全身を動かすようにできているため、
事故防止や体力向上に最良で、１日の始まりにふさわ
しいと、36 年前の開園当初から全園児が元気に毎朝
続けている取り組みです。
　菅原園長は「受賞したことを身に余る光栄に思いま
す。本気で行ってきたからこそいただいた賞だと思い
ます。ラジオ体操を行っていて園内外でのケガが少な
い事や休園する子が少ないことがうれしいです。これ
からも、今まで以上に力を入れて体操に取り組みたい
と思います」と話していました。

　赤崎区（村島隆一区長）は７月６日、赤崎区公
民館で七夕飾りを行い、27 人の区民が参加しま
した。
　これは、子どもから高齢者までの区民のみんな
が一緒になって何かに取り組む楽しみと、子ども
たちには高齢者に対する親切な心を持ってほしい
と行われたものです。
　村島区長は「大人も子どもも、自分の願いを込
めた短冊を飾り付けました。みんなにとって楽し
い七夕祭りになったと思います」と話しました。

　７月 21 日海の日に、熊本北部漁業協同組合主
催の「えべっさん海まつり」、熊本県建設業協会
玉名支部主催の「タイの稚魚放流事業」が開催さ
れました。大漁旗を掲げた漁船 25 隻が長洲海岸
沖合で海上パレードを開催後、ふれきんちゃん・
荒尾市のマジャッキー・なんかんトッパ丸もかけ
つけ、子どもたちと一緒にタイの稚魚１万匹を放
流しました。
　会場では、貝汁無料配布をはじめ、物産市・軽
トラ市・建設機械体験コーナー・歌謡ショー・お
楽しみ抽選会なども開催され、子どもから高齢者
まで多くの人でにぎわいました。

　六栄保育所では 7 月 7 日、園児のおじいちゃん
おばあちゃんたちを招いて「七夕交流会」が行わ
れました。
　これは、日頃お世話になっているおじいちゃん
おばあちゃんに感謝の気持ちを伝え、喜んでもら
いたいという思いで昨年から実施されている取り
組みです。
　当日は来園したおじいちゃんおばあちゃんと一
緒に短冊を飾り、0 歳児から年長までの園児 107
人がクラスごとに歌やダンスを披露しました。

　赤崎区（村島隆一区長）では６月 29 日、環境
保全隊活動の一環として、農業の大切さや興味を
持ってもらうため、区民 25 人で田植えを行いま
した。
　村島区長は「子どもも大人も大いに楽しんで田
植えができました。子どもは初めての田植えに最
初は戸惑っていましたが、だんだんと慣れていき、
とても上手に苗が植えれるようになりました。大
人は数十年ぶりの田植えに感激しました。これを
機に、子どもたちに農業の大切さと興味を持って
もらいたいです」と笑顔を見せました。

　５月 25 日に清源寺で起きた火災の際、初期消
火を行い、火事の被害を最小限にしたとして、７
月 14 日、荒尾消防署長から表彰がありました。
　今回、福州恒興旺水産有限公司の代表王龍旺さ
ん（平原）と邦華国際株式会社の社員の潘英鋒さ
んが会社表彰、宮本隆幸さん（平原）が家族表彰
を受けました。
　磯川長洲分署長は「家庭でごみなどを焼却する
と、風向きや風の強さによってこのようなことが
起こるので、家庭での焼却はやめていただき、今
後このような火災が無いように注意していただき
たい」と話しました。

新山区自治会環境美化活動雨の中清掃・剪定を行う区民の皆さん 長洲ひまわり幼稚園、ラジオ体操優良団体全国表彰

楽しく交流を深めながら七夕飾りを行った区民の皆さん 神主さんを乗せた船を先導に、沖へと出航しました。

一緒に飾り付けを行う園児

区内で力を合わせて田植えを行いました。 火災の初期消火を行い、荒尾消防署長表彰を受ける３人


