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　長洲剣友会（永井和則監督）の磯野広幸くん（西
荒神）が 1 月 18 日、玉名市武道館で行われた青
魂会剣道大会において、学年別個人戦 3、4 年生
の部に出場し、準優勝を果たしました。
　磯野くんは「前の大会よりは良い結果だったけ
ど、優勝できず悔しい思いをした。もっと練習を
頑張って、次は絶対に優勝したい！」と熱い意気
込みを話しました。
　永井監督は「力はだんだんとついてきているの
で、これからは、『心・技・体』全てを磨いて、
さらに上を目指してほしい」と力を込めました。

　熊本北部漁業協同組合（上田浩次代表理事組合
長）は 2 月 2 日、長洲で採れた一番海苔を町に寄
贈しました。
　これは同組合が 2 月 6 日の「海苔の日」にあわ
せて長洲で採れた海苔の味を知ってほしいと毎年
行われているもので、寄贈された海苔約 4,400 枚
は町内各小中学校、幼稚園、保育所の子どもたち
に配られました。
　上田組合長は「子どもたちの喜ぶ姿を見ると、
頑張って良かったなと思います。これからも子ど
もたちのために力を入れていきたいですね」と笑
顔を見せました。
　また、同組合は 2 月 6 日、長洲小学校の給食の
時間、子どもたちと一緒に長洲産の海苔を堪能し
ました。

　ブルーシー・アンド・グリーンランド（B ＆ G）
財団主催による「第 7 回 B ＆ G 全国サミット」
が 1 月 28 日に笹川記念会館（東京都）で開催さ
れました。
　同サミットは、長洲町 B ＆ G 海洋センターの「利
用者人数」「財団事業の実施状況」「指導員の配置
状況」などの運営が特に優れた「特 A 評価」とし
て表彰され、4 年連続の受賞となりました。
　この日は、B ＆ G 海洋センターのある地方自治
体の首長をはじめ、関係者約 770 人が出席。日本
財団 笹川会長による特別記念講話をはじめ、環境・
防災・水辺の安全教育の推進など 6 項目の共同宣
言が採択されました。

賞状を手に笑顔を見せる磯野広幸くん海苔の寄贈を行う上田代表理事組合長（左）

「これからもよりよい施設整備を行っていきたいです」と中逸町長

　清里小学校（松永光親校長）では 2 月 5 日、3 年
生 12 人を対象に、授業の一環として、長洲町の金
魚の歴史について学びました。
　この日は、町養魚組合顧問の中島秀雄さんと副組
合長の浦島義弘さんを迎え、金魚の歴史や特徴、飼
い方などを学び、「ふれ売り」と「金魚すくい」の体
験を行いました。
　児童からは「金魚の種類は何種類あるの？」「性
別の見分け方が知りたい」「金魚は何年生きられる
の？」など、たくさんの質問が出され、ふれ売り体
験や金魚すくい体験では、熱心に取り組む児童たち
の姿が見られました。

　認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせ
るまちづくりを考える「認知症の人にやさしいまちづ
くり in ながす」が 2 月 7 日、ながす未来館で開催され、
約 160 人が認知症に対しての理解を深めました。
　この日、認知症に対する町や地域・事業所の取り組
みの発表の他、認知症介護研修・研究センター研究部
部長の永田久美子さんによる「認知症になっても安心
して暮らせる町に」というテーマの講演が行われまし
た。
　永田さんは講演の中で「自分の町の可能性を信じ、
認知症を理解し、つながりあうことを大切にしてほし
い」と認知症に対する熱い思いを込めました。

浦島さんに教わりながらふれ売りを行う児童認知症に対する思いを話す講師の永田さん
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苔ってこうやって作るんだ！B＆G財団より４年連続「特A評価」受賞

　長洲・牛水地域干潟保全会（上田浩次代表）に
よる「海苔手すき体験教室」は 1 月 27 日、腹赤
小学校で行われました。
　これは、昔行われていた「海苔手すき」の体験
をとおして、海苔に興味を持ってもらうためのも
のです。
　この日は、4 年生 31 人を対象に、上田代表が
児童たちに海苔ができるまでを分かりやすく説明
した後、児童たちは実際に「海苔手すき体験」を
行いました。
　参加した児童たちは「海苔の作り方を学んだり、
実際に手すきを体験してみたり、とても楽しかっ
た」と笑顔を見せました。

昔ながらの海苔手すきを体験する腹赤小の児童
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　長洲柔道塾（新宅一成監督）は 1 月 25 日、
＠ KIRISHIMA ツワブキ武道館（宮崎県）で行わ
れた、第６回スポーツひのまるキッズ東北復興支
援プロジェクト九州小学生柔道大会、小学校２年
男女混合軽量級で山田莉々子さんが準優勝、永田
大空さんが３位に輝きました。
　山田さんは「準優勝だったけど負けて悔しかっ
た。次は優勝できるよう頑張りたい」と話し、永
田さんは「悔しい思いをしたので、負けた相手に
リベンジできるように鍛えていきたいです」と闘
志を燃やしました。

　くまもと「親の学び」プログラム講座は２月３日、
清里小学校で行われました。
　これは、来年度の新入学児童体験入学にあわせて開
催したもので、新入学予定児童の保護者 11 人を対象
に行いました。
　講座では、子どもたちの生活の現状や基本的生活
習慣について学習した後、保護者同士のコミュニケー
ションをテーマにグループに分かれてワークショップ
を行いました。
　最初は緊張した表情でしたが、ワークショップのサ
イコロ・トークが始まった途端、あちこちから笑い声
や歓声が上がり、和やかな雰囲気の中で交流を深めま
した。

次は優勝を！と意気込む永田さん（左）と山田さん（右）お母さん同士も一足早く交流を深めました。

長洲柔道塾　九州大会で活躍！
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山区　歩いて歩いて健康づくり！新

　松原区（松浦秋則区長）では 2 月 15 日、町内で
27 カ所目の介護予防拠点施設となる「ふれあい松
原」の落成式が行われました。
　この日は、19 人の区民が参加。快晴の青空のもと、
落成式は華やかに行われました。
　式の中で中逸町長は「この介護予防拠点施設を通
して、ハンドベルなどの音楽活動や、生涯学習活動
を行い、健康づくりの場として大いに活用され、区
を盛り上げてほしいと思います」と話しました。
　松浦区長は「皆さんの支えがあって、この日を迎
えることができました。さまざまな活動に利用して
いきたいですね」と笑顔を見せました。

新しい拠点の落成に笑顔を見せる区民の皆さん

　吉川弘章さん（新山区）、起汐凉治さん（新山区）
は 2 月 3 日、熊本県庁で行われた表彰式で、平成
26 年度熊本県社会福祉功労者及び団体等知事表彰
を受章しました。
　これは、社会福祉の向上に関し、著しい功績の
あった人に贈られるもので、平成 26 年度は県下で
56 人と 6 団体が表彰されています。
　お二人はともに、長年にわたる地域社会への個
人ボランティア活動の功績が認められ受章となり
ました。
　吉川さんは「多くの人の支えがあっていただけ
た賞だと思います。これからもできる範囲で、で
きる限りの活動を行っていきたいと思います」と、
起汐さんは「当たり前のことを当たり前に続けて
きました。本当にありがたいですね。これからも健
康に気を付けて、元気に活動を続けていきたいと
思います」とそれぞれ感謝の言葉を述べました。
　吉川さん、起汐さん、おめでとうございます。

年のボランティア活動を讃えて長

◀表彰状を手に笑顔の吉川さん（上写真中央）と起汐さん（下写真左）

　1 月 9 日に出町区で起きた火災の際、初期消火を
行い、火事の被害を最小限にしたとして、「社団法
人せるふネット２１長洲保育所」に 2 月 9 日、消火
協力者表彰が授与されました。
　高塚荒尾消防署長は「皆さんが身を挺して初期消
火に当たっていただいたおかげで、火事の被害を最
小限に食い止めることができ非常に感謝しておりま
す」と感謝の言葉を述べました。
　磯川長洲分署長は「空気が乾燥し、火災が発生し
やすい時期です。家庭での焼却はやめて、今後この
ようなことが無いよう注意していただきたい」と話
しました。

長洲分署で表彰を受ける「社団法人せるふネット２１長洲保育所」

　２月 20 日、荒尾総合文化センター小ホールで、「製
造業・土木建設業」就職面接会が開催されました。
　これは、求職者の早期の就職支援と地場産業の人材
確保の支援を図るために開催された合同就職面接会と
なります。
　この日は、約 90 人の求職者が参加。会場では 21
社の製造業・土木建設業の人事担当者との就職面接会
やポリテクセンター荒尾による職業適性診断、たまな
若者サポートステーションによるキャリア・カウンセ
リング、ジョブカフェ・玉名ブランチによる若者の就
職相談など、さまざまな就職支援事業が行われ、各企
業の話を真剣に聞く参加者の姿が見られました。

興味・関心のある企業の話を真剣に聞く参加者

合同就職面接会で求職者の早期就職支援を！
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　新山区（島永邦生区長）では１月 25 日、新山
区健康ウォーキングを行いました。
　天候にも恵まれたこの日は、小学生から高齢者
まで 41 人の区民が参加。浦川沿いを周回する３
キロほどのコースを歩き、参加者全員が完歩しま
した。
　島永区長は「多くの区民の皆さんが参加してい
ただいたことに感謝します。また、全員がゴール
できて良かったと思います。私は少し運動不足を
感じたウォーキングでしたが、健康づくりのため
に、これからも続けていければと思います」と笑
顔を見せました。

笑顔でウォーキングを楽しむ区民の皆さん

原区	ふれあい松原　落成！松

　下東区（中逸博区長）では 2 月 15 日、下東区介
護予防拠点施設「はっとり荘」のふれあい広場周
辺に、花の苗植えを行いました。
　この日は、約 20 人の区民が参加。快晴の青空の
下、芝桜 70 株、ツツジ 30 本の苗を植えました。
　中逸区長は「天気にも恵まれ、小春日和な気候
の下、額に汗をにじませながら作業される姿も見ら
れました。多くの区民の皆さんの協力のおかげで無
事に苗植えが終了できましたことに感謝します。た
くさんの苗を植えることができたので、花の咲く季
節がとても楽しみですね」と笑顔で話しました。

花の苗を植える区民の皆さん

東区　ふれあい広場に花植え下

　鷲巣区（城戸邦晴区長）では 1 月 18 日、観世音座
祭の集まりの中で、健康講話を開催しました。
　この日は、40 人の区民が参加。すこやか館の谷口
保健師を招き、『認知症にならないためにはどのような
事に気を付ければいいのか』などについての講話が行
われました。
　城戸区長は「認知症には高血圧も関係していること
や、日頃の生活と食事が大切で、節制によって大きな
違いが出てくることなど、身近な話題に皆さん真剣に
聞き入っていました。鷲巣区では、このような講話や
食生活改善推進教室を開催するなど、健康づくりに力
を入れています」と話しました。

健康講話を真剣に聴く区民の皆さん

巣区　講話を聞いて健康を見直す鷲


