日奈久ニュース

おが
まち
「自分たちのまちは自分たちで守ろう」

日奈久校区住民参加型防災訓練 ６月８日 土( 開)催
今回、八代市市政協力員協議会日奈久校区会、日奈久住民自治会と八代市が主催して、地域
に密着した訓練が開催されます。災害による被害を最小限に抑えるためには、私たち一人ひと

８時 分 避難完了報告
訓練参加者は、町内毎に体育館
で整列し、避難者名簿を作成し訓
練本部に報告する。
８時 分 開会式
８時 分 訓練内容説明
９時 分 訓練
町内を３グループに分け、小
中学校を１グループとし、○初期
消火訓練○応急手当訓練○救命救
急訓練○濃煙体験訓練。その後、
展示車両の見学。婦人会は、炊き
出し訓練を行う。
時 分 閉会式
閉会式後、婦人会による炊き出
しの振る舞いがあって解散。
（日奈久校区自主防災会の設立）
里木豊日奈久校区長を会長に各町
内市政協力員を班長とし、各町内班
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「ありがとう」が
行き交うまち 日奈久

熊本地震後避難所でどう取り組まれ

演がありました。宇土市婦人会が、

子会長より「自主防災について」講

市地域婦人会連絡協議会の甲斐きみ

総会終了後は研修会があり、宇土

りました。

の感謝や地域の状況などのお話があ

来賓からは、行事活動への参加へ

たい。」と力強い言葉もありました。

標を掲げ、地域に根ざした活動をし

活動です。日奈久校区でも多くの目

また、「 年の歴史を持つ婦人会

の紹介がありました。

内町の会員増加、馬越町からの参加

開催されました。倉野会長から竹之

庫で多数の会員参加のもと、総会が

４月 日（金）今年度も、ゆめ倉

開催さる
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婦人会だより

身近な人に「ありがとう」
愛する日奈久に「ありがとう」
訪れる人に「ありがとう」

続いて、市社会福祉協議会より認
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員が、次の通り決まっています。
市
( 政 協 力員 は 前 号 で 紹 介 し ま し た
ので、省きます。敬称略 )

まの日」などの報告がありました。そ

の後、決算並びに監査報告新年度の事 知症や障がいなどにより判断能力が
業計画案並びに予算案が提案され、拍 不十分な方を支援する事業について
の説明があり、第六地域包括支援セ
ンター長より、得た知識を忘れない
ためには、書く・話す・行動すると
良いという話がありました。

日 火
( 、
) 日奈久阿蘇 神社

茅の輪くぐりで厄払い
５月

大
(明神 に
)おいて、立願祭と夏越祭
が行われ、茅の輪くぐりがありまし
た。参道に作られた茅の輪を８の字
に回りながらくぐることで、心身共

笑顔でおもてなし
国際スリーデーマーチ
接待大好評
第

たかについての話がありました。避難
所は高齢者が多く、温かい食べ物や水
の提 供が急 がれ たそ うです 。最 後 に
「日頃、婦人会で勉強し、訓練してい
るから出来る」との言葉に深く感銘致
しました。

名が、早

休憩所になっている日奈久ゆめ倉庫
では、婦人会のメンバー

朝より準備をしました。先頭の方が
９時頃来られると、「おはようござ
回九州国際スリーデーマー

て、日奈久名物のちぎり天や甘夏、

声を掛け、拍手で迎えました。そし

います。お疲れ様です。」と元気に
日（金）から

等を振る舞まいました。
参加者は、遠くは岩手県の方、外

久保幸子

充実した婦人会研修旅行

研修旅行に参加して

山下町

４月１日から日奈久温泉センター

ばんぺい湯・東湯管理支配人になり

ました。１年３ヶ月ぶりに復帰しま

した。日奈久発展のために頑張りま

すので、皆様のご協力よろしくお願

いいたします。

ことが出来ました。

まだ、完全に復旧していない通潤

橋を見学しました。酒蔵では、酒造

りは終わっていましたが、西南戦争

がありました。特に今回 回目の献

の雨も上がり、十数名の献血申込み

車場で献血が行われました。午前中

５月９日にマルショク日奈久店駐

ありがとうございました

献血のご協力

ちしています。

参加だった方も、次回の参加をお待

たが、有意義な１日でした。今回不

路についたときには、雨になりまし

り上がりました。お土産を両手に帰

バスの中ではみんな楽しく歌で盛

スペースもあり堪能しました。

５月 日（月）令和になって初めて の折に西郷隆盛が立ち寄ったという
の研修旅行。全員の心を表すような晴 蔵も残っていました。甘酒等の試飲

天に恵まれ、 名は出発しました。

清和
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目の内

容にも

感動し

文楽を

心ゆく

まで鑑

賞する

いました。

よろしくお願いいたします

れ様でした。

ざいました。婦人会の皆様大変お疲

いた馬越町の浪花様、ありがとうご

した。たくさんの甘夏を寄贈して頂

なによりのおもてなしとなっていま

そして温かい心配りが、参加者には

婦人会の皆さんの笑顔と元気な声、

清和文楽館前ではいポーズ

男1214人
女1479人
計2693人
(21年末3444人)

に払い清められ、災厄解除を願うと チ２０１９が、５月

３日間開催されました。日奈久方面
キロ）

30

日奈久の人口

天候にも恵まれ、保育園児をはじ を回る新緑球磨川コース（

いう神事です。

8日(土)住民参加型防災訓練

国からの参加者もおられ、身振り手

20

血を終えた今田徳次郎住民自治会会

長は、「記念品までいただき感謝で

す。」と笑顔でした。今後も皆様の

献血へのご協力を宜しくお願い致し

ます。

町内対抗卓球大会開催予定

６月に開催予定ですが、詳しい

日程については、５月 日の理事

会で決定します。

日奈久コミュニティセンター 38-2390

インターネットで「おがまち日奈久ニュース」を検索すれば見ることができます。日奈久の話題・情報をお知らせください。 住民自治会への問い合わせも

トウモロコシ収穫祭
多くの来賓を迎えて開会式

舌鼓を打って笑顔の参加者

（４月末現在）

めて取り組んだ住民参加型「お互いさ 手で承認されました。

11

りが、「何をしなければならないか」を身に付ける事が大切です。進んで参加しましょう。
◆訓練日時
令和元年６月８日 土
(）
午前７時 分～ 時 分
◆訓練会場
日奈久小学校体育館
体育館前広場
◆訓練の流れ
７時 分 想定地震発生
訓練参加者避難開始。自宅等か
ら各町内の指定場所へ移動。各町
内の集合場所は、回覧でお知らせ
する。
７時 分 防災無線による広報活動
７時 分 被害状況伝達訓練
７時 分 訓練参加者避難開始
各町内指定場所から自主防災会
各町内班員や消防団員等の誘導に
より日奈久小学校体育館へ歩行避
難する。

ました。最初に事業報告で、

じめ 名の参加で開催され

が、ふれあい委員の皆様は

久校区福祉推進協議会総会

において、令和元年度日奈

５月 日（木）ゆめ倉庫

思いやりの一声を

向こう三軒両隣

みんなで取り組もう！

数学だそうです。

てこ られ まし た。 研 究 分野 は 位相

学の 基礎 分野 の指 導 と 研究 を され

野 入様 は、 永年 、 八 代高 専 で数

野入 隆 様 （塩北町在住）

春の叙勲（瑞宝小綬章）

おめでとうございます。

00

要援護者の見守り活動やい

６月の行事から

振りで会話し、笑顔の輪が広がって

献血の申し込みをする今田会長

12

今年もトウモロコシ収穫祭が行わ
れます。６月２３日（日）頃の予
定で、開始は、９:００からです。
料金は５００円です。
この事業は、収穫体験を目的と
して行われるアグリ日奈久の自主
的な協力事業です。販売事業では
ありませんので、予約は受け付け
られません。ご了解ください。

潮濱秀明さん

住民自治会関係会議等
会場：日奈久コミセン
13日(木)市政協力員例会
17日(月)住民自治会運営委員会
17日(月)広報部会
15

可愛い園児達もくぐりました。
当日は素晴らしい天候に恵まれ、

は、 日に実施されました。
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Ｉ

日奈久」の主催で開催されたカーネーション祭り。

若い力が盛り上げた
「Ｔｅａｍ

天候にも恵まれ、会場となった日奈久ゆめ倉庫には県内各地より多数の参

加があり、大いに盛り上がりました。
今回は、特に八農 ゆ
×めカフェと銘打って、八代農業高校食品科学科３

街角スナップ

日奈久の名所に
ブーゲンビリアの並木
下西町

さん が

上原 礼

みました。話し合いでは夏祭り、ラ
ジオ体操、たこ揚げ大会、女子会な
ど、みんなで参加しやすい行事をし
たいなどの意見が出されました。

生は、「全ての競技、演技、係の
活動とてもかっこ良かったです。
一生懸命がかっこいい。その最高
の姿を見ることが出来て、大変う
れしかったです。この頑張りと、
周りの人への感謝の心を忘れない

と話さ

さい」

（広告欄）

ら桜や草花などとともに植樹され、
四季折々に楽しめるようにと工夫さ
れています。最近では、遠くからも

月ごろまで楽

観光に来る人が多くなってきたそう
です。
ブーゲンビリヤは

若い人たちの意見をまちづくりに

～バーベキューと懇談会開催

塩南町「青壮年の集い 」

いものです。

日奈久の花木として観光に生かした

また、街角でもよく見かけますので、

の名所として、広く紹介しましょう。

しむことができるそうです。日奈久
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生かそうと、５月 日 日
( 正
)午から
保寿寮前の運河沿いに満開の赤や 塩南町児童公園で 名が参加して行
紫のブーゲンビリヤがズラリと並ん われました。避難訓練も兼ね５年前
で大変見事です。育てたのは吉田さ から備蓄していた非常食ドライカレー
年ほど前か の炊き出しと、バーベキューを楽し
ん（写真・下西町）。

女子 ８

その励ましに応えるように、全

２分

でこれ
からに
活かし
小学生応援に応える中学生。中

れまし

てくだ
学生の演技に精一杯拍手する小学

た。

日奈久コミュニティセンター 38-2390

インターネットで「おがまち日奈久ニュース」を検索すれば見ることができます。日奈久の話題・情報をお知らせください。 住民自治会への問い合わせも

甲田智之さん 塩
(南町 )

熊本県から一人入選
全国写真展「第 回視点」
夏の神 奈川県真鶴 港で朝４時ご ろ

作品「漁 港の朝」は 、網を補修す る

女性と船を待つ少年の組写真です。
東京都美術館

生懸命がかっこいいと改めて感じ

００ ｍ

員が力いっぱい走り、演技する姿

語らいの輪が広がりました。

展覧会 ６／６～

さ を た

て欲しい。」と励ましの言葉を述

主催 日本リアリズム写真集団

た え 合

べられました。
と の 思

が見られました。特に、中学２年

走で は

い た い
い が 詰

秒１ の
大会 新
記録 を

生。また地域保護者の方の温かい

出しました。

声援。会場全体が温かい雰囲気に
包まれた素晴らしい運動会となり
閉会式で、小学校の中村校長先

ました。

24 19

年生４人と日奈久の農産物のコラボレーションが実現しました。限定 食

力いっぱい走った！演技した
日奈久小中学校合同運動会

主催者のＴeam Ｉ
日奈久のメン
バーが、感謝の気持ちを伝えました。
お疲れ様でした。
小中学生の力強い綱引き

はあっという間に整理券完売でした。また、会場の外では、カーネーショ

運動会が、晴天の空の下開催され
ました。熱中症も心配される気温
でしたので、休憩時間の設定や入

「漁港の朝」(組写真)

ンやみそ、イチゴ等の販売が行われ、多くのお客様が買い求められました。

「全力謳歌」

おなじみの「やうちブラザーズ」楽し
い歌やパフォーマンスに会場は笑いに
包まれました。
ま っ て
います 。
開 会

43

退場門にはミストの配慮もなされ
ていました。
今年のテーマは、「全力謳歌」
です。全力を出すことの素晴らし

式 で 、
中 学 校の 宮
川校長先生が「今日は、皆さんと
先生方と頑張ってきた成果を十分
発揮してもらいたいと思います。
素晴らしいテーマを書いた看板も
出来ています。競技の合間に見な

10

44

起きて働く人を撮り回ったそうです。

宇城市出身の際田まみさんは、熊本地
震の影響で来られなかったときの想いを
込めて優しい歌声を披露されました。
がら、１日頑張ってもらいたいと

大会新記録を出した上原礼さん

26

５月 日（日）に令和元年度の

お掃除ユニットの熊本CLEAR'S（クリアー
ズ）掃除の大切さをかわいい歌とダンス
で伝えました。
思います。一生懸命が楽しい、一

ばっちり決まった応援合戦

八代農業高校食品科学科3年の4人で地
元のイチゴとデコポンを使ったスイーツ
を販売しました。
開会の言葉を言う1年久保陽葵さ
ん、城下颯将君、2年立場明君、
浅川蒼典君（写真提供 内木様）

13

50

オープニングを飾った肥ノ国太鼓衆
「真紅舞」の勇壮な演奏で、会場は一気
に盛り上がりました。

小学校低学年のかわいいダンス
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