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「ぎ加れいなどろだんごできたかな？

ッツ　エンジョイ　イングリッシュ！

の夕べに響く天使の歌声

子で作る世界に一つの小岱焼き洲きんぎょカップミニバスケットボール大会

ょんさん」の掛け声とともに長洲校区を巡る藤神社でながす金魚をPR！

　「夏休み環境学習教室」（町・（株）LIXIL 主催）
は 8 月 8 日、有明ソーラーパワーで行われ、どろ
だんごづくりに子どもたちが挑戦しました。
　これは、（株）LIXIL のものづくり推進事業の
一環として毎年行っているもので、ことしで 4 回
目の取り組みとなります。
　この日は、約 80 人が参加。どろだんごに色を
付ける工程では、自分の思い思いの模様を描き、
磨きあげる工程では、光沢を出そうと、集中して
どろだんごを磨く子どもたちの姿が見られまし
た。
　イベントに参加した子どもたちは「ずっと楽し
みにしていた」「来年もあったらまた来たいです」
などと、とても満足そうに笑顔を見せました。

This will be my 5th year in Nagasu. Can you 
believe it? Time flies! As a result, I have seen 
so many students grow up! It’s a nice feeling 
to know I have had a chance to meet so 
many Nagasuans. There is so much to learn 
about Japan, so I want to make this year 
count, too. Let’s enjoy life together,… with 
me! どうぞ、よろしくお願いします！

　４年目に入り、皆さんのおかげで長洲町のこと
いろいろ慣れてきました。短い間と感じますが、
いい思い出がいっぱいできました。いろいろな場
所で太鼓をたたいたり、サイクリングの旅をした
り、長洲町で過ごすのはとても楽しいです。こと
しもどうぞよろしくお願いします。

　町では、「語学指導等を行う外国青年招致事業（ＪＥＴプログラム）」の一環として任用している、ＡＬＴ（外
国語指導助手）の２人について、平成 26 年７月に再任用しました。ＡＬＴは、主に小中学校で子どもた
ちの英語教育の指導を行なっています。
　ホリー先生は長洲中学校、ヴァレリア先生は腹栄中学校を拠点として、毎週水曜日は小学校で活動して
います。ヴァレリア先生は、ＪＥＴプログラムのＡＬＴとして最終年度になります。

　六栄保育所（林田久代所長）は 8 月 12 日、園
児たちの歌を披露するサマーコーラスを開催しま
した。これはみんなで歌を歌うことの楽しみと夏
の思い出づくりにと毎年行われているもので、こ
としで 8 年目を迎える恒例行事となっています。
　この日はクラスごとに歌を発表した後、園児全
員で合唱。見に来てくれたお父さんお母さんたち
に元気いっぱいの歌声を届けました。
　歌い終わった園児たちは「上手に歌えました」

「恥ずかしかったけど楽しかった」などと笑顔を
見せました。
　そのほか、流しそうめんなども行われ、園児た
ちにとって楽しい夏のひとときとなりました。

　長洲有明ライオンズクラブ（中村正一郎会長）
は 7 月 26 日、町中央公民館で親子ふれあい陶芸
教室を開催しました。
　これは、夏休みを利用し、親子で土にふれ合い
ながら思い出を作ってもらいたいと始めた取り組
みで、ことしで 13 回目の取り組みとなります。
　この日は、陶芸家の山口智一さん（葛輪）を講
師に招き、参加者約 30 人は世界にたった一つの
オリジナル陶器を作りました。
　参加した子どもたちは「とても楽しかった」「来
年も参加したい」「ちょっと難しかったけど、上
手にできてよかった」と満足そうな表情を見せま
した。

　８月 10 日、第５回長洲きんぎょカップミニバ
スケットボール大会（町バスケットボール協会主
催）が、腹栄中学校体育館と六栄小学校体育館で
行われました。
　この大会には県内外から 12 チームが参加し、
白熱した試合が展開されました。
　出場した選手たちは、日頃の練習の成果を発揮
しようと、優勝目指して全力でプレーしました。
なお、大会結果については次のとおりです。
＜優　勝＞　鍋　島　（佐賀県）
＜準優勝＞　豊　原　（福岡県）
＜３　位＞　喜々津　（長崎県）

　長洲祇園祭は 7 月 26、27 の両日、長洲校区で
行われ、四王子神社を始点・終点に、神幸行列が、
長洲校区 16 カ所のお旅所を練り歩きました。
　復活して 6 年目となることしは、2 日間を通し
て約 200 人以上が参加。にぎやかな太鼓の音と
ともに「ぎょんさん、ぎょんさん」の威勢のいい
掛け声が聞こえてくると、その一行を一目見よう
と沿道には多くの人が集まりにぎわいを見せまし
た。
　また、一行がお旅所に到着すると、地域の人た
ちは温かい拍手と声援で出迎え、無病息災を願っ
てみこしをくぐりました。

　「ながす金魚」を PR しようと、７月 26 日長洲
町養魚組合（松井一也組合長）は、熊本市の加藤
神社で行われた清正公まつり前夜祭で金魚すくい
を開催しました。これは、ながすの金魚を PR す
ることを目的として約 30 年前から実施されてい
るものです。
　この日は、子どもから高齢者まで多くの人たち
が、「ながす金魚」にふれ合ってもらい、夏の風
物詩「金魚すくい」を楽しみ大盛況のうちに終了
しました。また、来場者の中には、40 匹ほどすくっ
た子どもたちもいて楽しい夏休みの良き思い出と
なりました。

きれいにできたどろだんごに満足そうな表情手をあげて楽しそうに歌う園児たち

きれいなカップが出来上がり、満足気な表情ドリブルで華麗に敵を抜く腹赤小の選手

大きな掛け声を出しながら神輿を担ぐ参加者夏の風物詩 金魚すくいを楽しみました！
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本区　真夏の環境美化作業！

現豊かな語りで会場を魅了山区　自治会夏祭り

　下本区（湯村浩和区長）では７月 20 日、地域
の環境美化を図るため、海岸付近を中心とした樹
木の剪定や草刈り、ごみ拾いなどを行いました。
　この日は、区民 40 人が参加。ごみ袋約 60 袋
分の草とごみを回収しました。炎天下での作業で
したが、参加した皆さんの協力により多くのごみ
を回収することができました。湯村区長は「猛暑
の中、区民のみんなに協力してもらい、区がより
きれいになりました。感謝しています」と話して
いました。

　８月 18 日、第 53 回玉名地方童話発表大会が
和水町中央公民館で行われました。
　この日、長洲町からは増藤菜那さん（長洲小６
年）と小山えんさん（清里小３年）が代表として
出場し、「あの日をわすれない～はるかのひまわ
り」を発表した増藤菜那さんが優秀賞に選ばれ、
10 月４日（土）にアスパル富合で開催される熊
本県童話発表大会に荒尾玉名地区の代表として出
場することになりました。
　増藤さんの表現豊かな語りに、会場全体はすっ
かり魅了されていました。

　新山区（島永邦生区長）では７月 26 日、区民
同士の親睦を目的として、新山広場で夏祭りを開
催しました。
　当日は、長洲祇園祭のお旅所として休憩所を提
供。お神輿がお旅所に到着すると大きな声援が起
こりました。
　その後行われた新山区の夏祭りも区内外から大
勢の人が参加され、金魚すくいやすいかの早食い、
盆踊り、カラオケのど自慢、最後には豪華景品が
当たるお楽しみ抽選会などのさまざま催しがあ
り、会場は大いに盛り上がりました。
　また、ことしは建浜区にひょっとこ踊りを披露
していただくなど、大変にぎやかな夏祭りとなり
ました。

炎天下での作業に精を出す区民の皆さん

優秀賞に選ばれた増藤菜那さん区の子どもたちも踊りを披露してくれました。

県 中体連 100mバタフライ優勝！

　７月 26、27 の両日、熊本市のアクアドームく
まもとで行われた県中体連水泳競技大会におい
て、腹栄中 3 年の巻幡海くん（平原）がバタフラ
イ 100m で県内唯一の 59 秒台である 59 秒 62 を
記録し、見事優勝を果たしました。
　昨年行われた同大会では４位に終わり「来年こ
そ優勝したい」という気持ちを胸に、夏は毎日泳
ぎ続け、冬は陸上トレーニングに励み、九州大会
への切符を手にしました。

県大会で優勝した巻幡海くん


