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快適に施設を利用してほしい

　長洲有明ライオンズクラブ（中村正一郎会長）
は 11 月 25 日、車いすを町に寄贈しました。
　これは、長洲有明ライオンズクラブ創立 40 周
年の記念事業の一環として行われたものです。
　この日は、公共施設を使用される高齢者や足の
不自由な人たちに、施設などを快適に利用してい
ただくため、3 台の車いすが町に寄贈されました。
　中村会長は「各公共施設に車イスは設置してあ
りますが、一台でも多く設置していただき、一人
でも多くの人が快適に感じてもらえればうれしい
です」と笑顔を見せました。

長洲有明ライオンズクラブ　町に車イス 3台を寄贈

地域の福祉に役に立ててほしい！

　 町 商 工 会（ 大 崎 正 志 会 長 ） は 11 月 26 日、
NPO 法人スローすてっぷに、集まったチャリ
ティー募金の寄付を行いました。
　この募金は、地域の福祉の向上に役立ててほし
いと、毎年春と秋に町内の介護施設などに寄付を
行っているものです。
　スローすてっぷ代表の松岡友美さんは「町のた
めにさまざまな活動をしているので、寄附金は有
効に活用させていただきます。これからも多くの
人がイキイキと過ごせるようなきっかけづくりの
場所を提供していきたい」と感謝の言葉を話しま
した。

チャリティー募金の寄付を行う大崎正志会長
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11
25 「ながす金魚杯」で長洲町をPR！

　ミニボートピア長洲の開設 5 周年を記念した
ボートレース『ながす金魚杯』が 11 月 20 日か
ら 5 日間、長崎県大村市のボートレース大村で開
催されました。
　期間中は、ボートレース大村やミニボートピア
長洲で、グッズや長洲産ミニトマトの配布、金魚
すくい体験などを実施し、長洲町を PR しました。
　最終日の 24 日には、レースを制した柏野幸二
選手に賞状と副賞、そしてピカチュウのデザイ
ナーでもあるにしだあつこさんがデザインした長
洲町オリジナル優勝プレートを贈呈。会場からは
大きな拍手が送られました。

優勝プレートを手に笑顔を見せる柏野選手
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グラウンド整備に役立ててほしい

　長洲中学校（船津巧校長）に 11 月 27 日、玉
名工業高等学校機械科 3 年生が製作した、グラウ
ンド整備用の『レイキ』が寄贈されました。
　これは、玉名工業高校機械科の授業の中で、地
域に密着した製作活動の一環として、グラウンド
整備器具の無かった長洲中学校のために製作され
たものです。
　製作責任者の田中蓮くんは、「授業で取り組ん
でいる溶接技術を生かして製作しました。グラウ
ンド整備に活かしていただければと思います。ま
た、不具合などがあればすぐに調整します」と笑
顔を見せました。

玉名工業高校機械科 3年が長洲中にグラウンド整備器具を寄贈

11
27 少林武術　拳志会　2選手が優勝！

　少林武術拳志会（稲富伸一監督）は 11 月 16
日に菊池市総合体育館で行われた第 15 回日本少
林武術祭で、2 人の選手が優勝、2 人の選手が準
優勝に輝きました。
　優勝した馬場蓮くん（腹赤小 5 年）「自分より
強い相手と闘って優勝できたのはうれしい。次の
大会では 2 本先取して勝てるよう練習を頑張りた
い」と、優勝した小野美玲さん（長洲小 2 年）は、「最
初は負けると思って悔しかった。でも負けたくな
いと思って最後まで闘いました。最後に逆転して
優勝できてうれしかったです」と笑顔を見せまし
た。

誇らしげな笑顔を見せる拳志会の皆さん

11
16みやま市と金魚でつながる新たな交流

　「九州大金魚博覧会」は 11 月 22 日からの３日
間、福岡県みやま市にある東照寺で、木花養魚苑

（今泉大観氏）主催のもと開催されました。
　この日は、全国初の試みである『日本観賞魚振
興事業協同組合』が認定している 33 品種の金魚
が集められ、開会式には、有明圏域定住自立圏内
というつながりから西原みやま市長・中逸町長が
出席し「金魚」を通じて、みやま市と長洲町の新
たな交流がスタートしました。
　また、会場内では、「長洲金魚」「きゃあめし弁当」
などの町特産品の販売も行われ大盛況のうちに終
了しました。

テープカットを行う長洲町中逸町長（左）とみやま市西原市長
（中央）

11
22

長洲柔道塾　４選手が城北を制す！

　長洲柔道塾（新宅一成監督）は 11 月 9 日、小国ドー
ムで行われた第 47 回熊本県城北地区柔道選手権大会
において、4 選手が優勝、4 選手が準優勝、1 選手が
3 位入賞と、素晴らしい成績を修めました。
　同大会では、玉名郡市、荒尾市、山鹿市、菊池郡市、
阿蘇郡市の５地区で勝ち抜いた、各地区の強豪選手が
集い、日頃の鍛錬の成果を競いました。
　なお、入賞選手は次のとおりです。
＜優　勝＞　新宅一成監督　　　田島元輝くん
　　　　　　山田莉々子さん　　福川萌華さん
＜準優勝＞　岡本心海さん　　　金井海広くん
　　　　　　永田大空さん　　　坂上航大くん
＜３　位＞　城川明輝くん

熊本県城北地区柔道選手権大会で入賞した選手の皆さん

11
9長洲柔道塾　強豪を制して５選手が優勝！

　第 40 回玉名郡市防犯少年柔道大会は 11 月 16 日、
玉名市武道場で開催され、長洲柔道塾（新宅一成監督）
は、個人戦で 5 選手が、団体戦では２チームが優勝と
輝かしい成績を修めました。
　同大会では、日ごろの鍛錬の成果を発揮し、一進一
退の攻防が繰り広げられました。
　なお、結果は次のとおりです。
＜個人戦優勝＞
　山田昊宜くん（鷲巣）　　田島元輝くん（玉名市）
　山田莉々子さん（鷲巣）　金井海広くん（腹赤）
　前田美侑さん（向野）
＜団体戦優勝＞
　小学１・２年Ａ、女子

玉名郡市防犯少年柔道大会で入賞を果たした選手の皆さん
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旭日単光章　北岡英敏さん

　元町議会議員の北岡英敏さん（磯町区）が旭日
単光章を受章し、12 月 8 日、中逸町長が自宅を
訪れ、勲記と勲章を伝達しました。
　北岡さんは、昭和 56 年から平成 9 年までの４
期 16 年間、町議会議員として町政に携わり、町
議会経済常任委員会委員長、町議会総務常任委員
会委員長などを歴任。その功績が認められ、この
度の受章となりました。
　北岡さんは「長年長洲町のために頑張ってきた
甲斐がありました。本当にお世話になりました。
まだまだこれから先も、長洲町のために頑張って
いきたいです」と感謝の言葉を話しました。

章を手に笑顔を見せる北岡英敏さんと妻の規子さん
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８腹赤小　平和についての学びを深める

清里小学校で創作紙芝居を読み聞かせ

約860年の伝統行事を学ぶ

「これからも水を大切に使いたい」

　腹赤小学校（島木浩次校長）では 12 月 9 日、
６年 48 人を対象に、平和学習を行いました。 
　これは、６年生が修学旅行を通して学びを深め
長崎の原爆投下や戦争についての学習を踏まえ、

「調べ学習」の一環として、総合的な学習を活用
して実施されました。 
　この日は、町遺族会の会長の松下進さんを招き、
戦時中の話を聞きました。
　児童たちは「戦争について調べたけれど、知ら
ないことばかりだった」などと話し、「平和」に
ついての意識が高まる学習になりました。

　清里小学校（松永光親校長）では 12 月 17 日、
崇城大学デザイン学科の学生による紙芝居の読み
聞かせが行われました。
　これは、清里小学校で読み聞かせを行ってい
る『もこもこクラブ』のクリスマス読み聞かせ特
別企画で、11 月 3 日に、金魚の館で町内の子ど
もたちと作成した紙芝居の読み聞かせを行いまし
た。
　読み聞かせを行った崇城大学の赤崎ゆまさんは

「長洲町の良いところがたくさん詰まった良い紙
芝居になりました。町の良いところをこれからも
探して、周りの人たちにも伝えてほしい」と笑顔
を見せました。

　長洲小学校（髙森秀一校長）では 12 月 18 日、
３年生 48 人が、町の伝統祭りである「破魔弓祭（的
ばかい）」の的づくりの体験学習を行いました。
　この日は、的ばかい保存会で的製作代表の浦島
義弘さんと同保存会で副会長の北野誠司さんが講
師を行いました。
　的の製作体験では、実際に藁を手に取り、教え
てもらいながら、編み込みを行いました。
　児童たちからは「普段できないことができてう
れしかった」「今度、的ばかいを見に行きたい」「大
人になって出たい」などの感想が聞かれました。

　荒尾・長洲地域地下水利用対策協議会が募集した「水
または地下水に関するポスター」で、長洲小学校 6 年
生の水本智大くんの作品が見事特選に選ばれました。
　これは小学生に水や地下水の適正な利用について考
えてもらうために同協議会が毎年行っているものです。
　なお、受賞した児童は次のとおりです。( 順不同 )

【特選】
長洲小学校 6 年生　水本　智大くん（大明神）

【入選】
小山　えんさん（東荒神）　石田　晃幹くん（東荒神）
水本梨香子さん（大明神）   髙松　百花さん（東荒神）
木山　瑠莉さん（腹赤新町）

【佳作】
金子　春音さん（出町）

松下さんの話を真剣に聞く児童の皆さん
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物語」の読み聞かせを行う赤崎ゆまさん

長洲小学校 3年生が「破魔弓祭（的ばかい）」の的づくりを体
験

特選に選ばれた長洲小６年の水本智大くん
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巣区　野菜を食べて健康維持！

　鷲巣区（城戸邦晴区長）では 12 月 5 日、食育
推進講座が行われ、「野菜を食べよう」というテー
マのもと、ダゴ汁の作り方を学びました。
　これは、食を通した健康づくりを地域で行って
いこうと毎年開催されているものです。
　この日食育推進講座には、8 人の区民が参加。
低塩分で美味しい料理の作り方などを学びまし
た。
　城戸区長は「野菜がたっぷり入っていたため、
とても美味しかったです。このように野菜を使っ
た低塩料理で健康づくりを行っていけたらと思い
ます」とダゴ汁に舌鼓を打ちながら話しました。

食生活改善推進員の話を真剣に聞く区民の皆さん

鷲

長洲有明ライオンズクラブ少年サッカー大会開催！

　12 月６日、第 20 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・
町サッカー協会主催）が、金魚と鯉の郷多目的広
場で行われました。
　この大会には町内の各小学校が参加し、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。
＜６年生の部優　勝＞長洲小学校
＜　　〃　　準優勝＞腹赤小学校
＜５年生の部優　勝＞腹赤小学校
＜　　〃　　準優勝＞六栄小学校

町内４小学校が白熱した戦いを繰り広げました

12
６ 「長洲町企業等連絡会議」研修会を開催

　12 月 3 日、ホテル有明会館において、「長洲町
企業等連絡会議」研修会を開催しました。
　この会議は、町内の企業や近隣高等学校などの
交流の場を設け、互いに連携することで地域経済
の発展につなげようと、ことし６月に発足したも
のです。
　２回目となったこの日は、従業員や生徒たちの
教育に役立ててもらおうと研修会を実施。消費者
教育 NPO 法人「お金の学校くまもと」の講師の
もと、実戦形式で取り組まれる姿が見られました。
　また、今回は、長崎県から国見高等学校と島原
工業高等学校からも参加され、充実した研修会と
なりました。

研修会を通して交流を行いました
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洲校区　グラウンドゴルフ大会

　長洲校区グラウンドゴルフ大会は、10 月 26 日、
長洲小学校グラウンドで開催されました。
　この大会は、グラウンドゴルフを通じて校区内の親
睦と健康増進を図ることを目的に行われているもの
で、12 チームの参加者は和やかな雰囲気の中、お互
いの交流とプレーを楽しみました。
　若寿会の才田会長は「まさか優勝するとは思いませ
んでした。和やかで皆さん楽しまれていたので、素晴
らしい大会となりました」と笑顔で答えました。
　なお、結果は以下の通りです。
1 位　若寿会（下東区）
2 位　若葉会（東荒神区）
3 位　ひまわり会（出町区）

優勝した若寿会の皆さん

本区　恵比寿さん祭り開催！

　下本区（湯村浩和区長）では 12 月 11 日、恵
比寿さん祭りを開催しました。
　これは、下本区で古くから続いている伝統行事
となっています。
　この日は、寒空の下 25 人の区民が参加。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「寒い中でしたが、区民の皆さんに
ご参加、ご協力いただきました。恒例の行事をこ
としも無事に終えることができました。本当にあ
りがとうございます」と感謝の思いを話しました。

家内安全や商売繁盛を祈願する区民の皆さん

野区　区民の防災意識を高める

　立野区（藤井豊区長）では 11 月 9 日、秋季全
国火災予防運動にあわせ立野区学習センターで防
災訓練を実施しました。
　この日は、区民 20 人が参加。第 1 部では消防
団女性消防隊の指導により、「心肺蘇生法体操」
を行い、AED を用いた心肺蘇生法の実践講習を
体験しました。
　第 2 部では消防団第 14 分団の指導の下、立野
区学習センター近くの消火栓の取り扱いについて
学びました。
　藤井区長は「防災訓練に今回初めて心肺蘇生法
を取り入れたことで、さらに区民の防災意識を高
める良い機会となりました」と話しました。

女性消防隊の指導の下、AEDの取り扱いなどを学びました

町区　一区一創運動で区をきれいに！

　上町区（玉ノ木龍兒区長）では 11 月 23 日、川
沿いの草刈りと研修センター付近の木の剪定、花
いっぱい運動を実施しました。
　この日は、早朝から区民 24 人が参加し、サク
ラソウやビオラなどを研修センターの周囲と中央
公園に植えました。その後、落ち葉の清掃を行い、
この日の清掃作業を終えました。
　玉ノ木区長は「朝早くから多くの区民に協力し
ていただいたため、明るくきれいになったと思い
ます。区民の皆さんの積極的な協力で素晴らしい
活動となりました。本当に感謝します」と思いを
話しました。

協力して落ち葉の清掃を行う区民の皆さん

立
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