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表のお祝いの手紙を紹介します。

日奈久小１年生、日奈久中生徒代

してお届けします。

歳以上 は
) 、７５９名

日奈久校区敬老会
対象者 満
(
ご長寿を心からお祝いして
日奈久住民自治会
会長 今田 徳次郎
皆様のご長寿とご多幸を心よりお
慶び申し上げます。
さて、今年も「敬老の日」が近づ
き、皆様のご長寿とご多幸をお祝い
したく、敬老会「式典及び集い」の
準備を進めて参りましたが、新型コ
ロナウイルス感染症の終息が見通せ
ない状況にあり、【中止】すること
となりました。何卒ご理解いただき
ますようお願い申し上げます。

「いってらっしゃい。」といってく

ぼくは、まいあさおばあちゃんが、

おかやま りんと

ひなぐ小１ねん

なお、お祝いの品 茶
( 葉、タオル、 ☆ぼくのおばあちゃん
カステラ饅頭 及
) び日奈久小１年生
及び日奈久中生徒代表のお祝いの手
紙を配布に向けて、婦人会と福祉健
康人権部会の会員の方々が準備中で

（７月末現在）
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行き交うまち 日奈久

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」

☆わたしの
おじいちゃん
ひなぐ小１ねん
にしむら しほみ
わたしのおじいちゃんはすごいで
す。せんたくをしてくれるし、おふ

にきてくれるのをたのしみにしてい

わたしは、おばあちゃんがおうち

じいちゃんがすきです。いつもあり

しゃい。」とおうえんしてくれるお

からもちです。あさから「いってらっ

とんをたたんでくれるからです。ち

ます。おかいものにいっしょにいく
がとう。

さんしたいです。ずっとげんきでい
てね。
☆なんでもじょうずな
おばあちゃん
ひなぐ小１ねん

日奈久中生徒会副会長
松本 美南海
敬老会の皆さん、お元気ですか。
以前お世話になった松本です。毎年、

がうれしかったです。またいっしょ

のつくりかたをおしえてもらったの

のとビーズがじょうずです。マフラー

わたしのおばあちゃんは、あみも

ように気を付けながら、勉強や運動

と思いますが、私たちも感染しない

を始め、心配なことがたくさんある

も残念に思っています。新型コロナ

今年それがなくなったと聞き、とて

敬老会できていただいていたので、

につくりたいです。やさしくて、な

会をがんばりたいと思います。敬老

７月の豪雨により、県南に甚

婦人会だより

いつもありがとう。

日から婦人会員が出向
いています。午前は、被災地ボ

７月

の手伝いの要請がありました。

できたボランティアセンターへ

気におすごしください。

ちゃんがすきです。またおしえてね。 会の皆さんもお体に気を付けて、元

んでもつくるのがじょうずなおばあ

いまい あいか

☆敬老の日おめでとうございます

のがすきです。またおはなしをたく

まるやま あすか

ひなぐ小１ねん

おばあちゃん

☆だいすきな

らもがんばってね。

ばあちゃんは、すごいです。これか

日奈久の人口

大な被害が出ました。日赤熊本

ランティアの受付の手伝い、午

「丑の湯祭り」
今年は神事のみで開催
日の予定でした

祭り当日も大変蒸し暑い中、午
時より神事が始まりました。

「稲荷神社」完成

終了後、ケーブルテレビの取材

了しました。

厳粛な雰囲気に包まれ、無事に終

前

ました。

内の方々を中心に暑い中汗を流し

清掃と準備には、請前の東町町

神事のみの開催となりました。

社境内に

温泉神

いつまでも美しい自然を残してい

は分かっていました。参加者は、

は、家庭排水の影響だと子ども達

(広告欄)

に 、 東 町 氏子 総 代 の 上 野 浩 之 氏 は

「子どもの頃から慣れ親しんだ祭り

が、新型コロナの関係で中止になり、

残念です。来年は、子ども神輿や武

者行列などいつもの祭りが出来る事

を願っています。」と話されました。

住民自治会運営委から

８月 日 月
( 開
)催の運営委員会か
ら、記事として扱っていない主な事
項についてお伝えします。

○スポーツ文化部会

・本年度の校区民体育祭は、コロナ

･

ある稲荷

きたいと思いました。

８月 日 日
( に
)、町内氏子総代、
町内会長が参列し、完成を記念して

復が待たれていたものです。

根や柱が白蟻、雨水等で腐食し、修

この拝殿は、築約 年を経過、屋

しました。

より完成

ご協力に

の皆様の

が、住民

神社拝殿

下流になると汚染度が高くなるの

鶴川に４名参加してくれました。

や草 や
)川のゴミなどを観察します。
今年は大坪川に小学生４名、塩

クテストを使い、川の中の生物 魚
(

の観察をします。水の汚染度はパッ

･

塩鶴川の上流 中流 下流の３ヶ所

毎年夏休みに入ると、大坪川と

せらぎ運動」をしました。

８月９日 日
( 朝
)７時半から、婦
人会会員と小学生が、一緒に「せ

身近な環境問題を
子ども達と考える
「せせらぎ運動」実施

地支援として寄付をした。

で延長する。県からの補助金は被災

温泉無料開放は、７月末までに約５
０００人の利用があった。８月末ま

・被災者支援のために行った日奈久

が、コロナウイルス感染症拡大防 感染防止のため中止する。
止のため、イベントは中止となり、 ・十五夜綱引きも中止する。
○旅館組合

今年は、７月

17

日奈久住民自治会

支部より日赤地域奉仕団である

後は、作業を終えて帰った来ら

【住民自治会関係会議等】
11日(金)市政協力員例会
15日(火)運営委員会
18日(金)広報部会
お祓いを受ける関係者
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八代地域婦人会に、宮地地区に

チーム
名が手伝いに行き、今

21

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

９月の行事から
10

神事が行われました。

バケツで川の水を汲んで観察しました

れた皆さんへ、おしぼりや飲料
水の接待をする仕事などです。
休日は、３００名近くの人が来
られます。「お世話になります」
「ご苦労様です」「ありがとう
日ま

ございます」と感謝を込めて声
掛けをしています。８月
でに日奈久婦人会は、

･

延べ

も継続しています。

50

す。

日です。俳句、絵手紙

敬老対象者 満 歳以上 のご家庭 れるのが、うれしいです。がんばろ
(
)
には、婦人会会員が、９月 日（金
うというきもちになります。ばんぺ
)
いゆのおしごとをがんばっているお
から 日 月
( の
)間に、一軒一軒訪問

９月１日～

山頭火」のホームページに掲載され、

10

お祝いの品
俳画の表彰は、「九月は日奈久で
･

30

12日(土)日奈久小･中学校
運動会
21日(月) 敬老の日
22日(火) 秋分の日
23

今年は、コロナウイルス感染拡大
防止のため、イベントの規模を縮小
して開催されます。「おりや」一般

被災地支援のために

77
入賞者に賞品が送付されます。

11

18

公開と「まちなかギャラリー」は、

ボランティアセンターへの手伝いに活躍

77

男 1159人
女 1421人
計 2580人
(前月比-７人)
(2009年末3444人)

次々来られるボランティアの受付

21

36
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八竜小学校、坂本中学校の皆さん
日奈久へようこそ
７月４日の豪雨災害で、大変な被害を受けた坂本町。八竜小学校と坂本中

学校の皆さんは、通学路が使えず、それぞれの学校に通うこともできなくな

先生方も子ども達もみんな、明るく
て優しいですよ。
運動場を挟んで、隣には日奈久中

八竜小学校長あいさつ
八竜小学校

くとありがたいです。

最後になりますが、保護者・地域

の皆様方にもたいへんお世話になり

ルバスを運行しますので、多々ご迷

ます。特に登下校では６台のスクー
日奈久小学校の児童の皆さん、先

惑をおかけしますが、交通安全には

渡辺 泰生 校長先生

生方そして地域の皆様こんにちは。

十分注意して運行しますので、何卒

となりました。中村校長先生をはじ

歩ずつ進めるよう、本校職員一丸と

竜小の子ども達が未来に向かって一

ここ日奈久の地におきまして、八

ご理解をお願いいたします。

８月３日月曜日から、八竜小の子
ども達 人と教職員が、ここ日奈久

め先生方や児童の皆さんには、たい

小学校をお借りして授業をすること

して、早くここでの学校生活に慣れ

なって頑張りますので、どうぞよろ

小学校と日奈久中学校で一緒に使っ

何があるのか見て回ったり、使った

先生方と一緒に校舎や校庭のどこに

八竜小の皆さん。皆さんは、まず、

げます。

きましたことに心からお礼を申し上

りながら、一生懸命手伝っていただ

ＴＡの皆さんが、汗びっしょりにな

送ることになりました。

しくお願いいたします。

てくれたらいいなあと思っています。

また、７月 日金曜日の教室準備

へんお世話になります。

そのためにできるお手伝いが、あっ

ています。運動会も一緒にするんで

りしてみてください。どこに何があ

八竜小学校では、４月から「明る

の際には、日奈久小学校の児童やＰ

すよ。今年は９月 日にある予定で

るのか、どうやって使うのかが分か

く 元気な あいさつ」ができるよ

たらいいなあと思っています。

す。プールも一緒に使っています。

るとちょっと安心するものです。そ

うになろうと、運営委員会を中心に

学校があります。運動場は、日奈久

さて、今日から日奈久小学校と八

れに、八竜小の校舎とは違うことが

取り組んでいるところです。ここ日

八竜小学校の子ども達は、今日初

けないようにあいさつをがんばりた

みんなで久しぶりにそろって、学

習に取り組む八竜小の子ども達

ても有り難く感謝しているところで

す。そして、皆さんがこうして温か

く、本校生徒及び職員を受け入れて

いただくことがとてもうれしいです。
伝統あるここ日奈久中学校にお世話

徒たちにとりまして、とても大切な

うぞよろしくお願いします。

(広告欄)

日奈久小

八竜小のみなさんへ
･

日奈久小学校
中村 道恵 校長先生
日奈久小学校の皆さん、八竜小学
校の皆さんおはようございます。
まず、八竜小の子ども達に少し日
奈久小学校の紹介をします。
日奈久小学校の子ども達の数は、

りました。 日間の臨時休校の後、桜十字ホールやつしろ や
(つしろハーモ
ニーホール と
)鶴喰生活改善センターの２ヶ所に分かれて、学習をしてきま
した。この８月３日から、日奈久小・中学校の校舎を使って、ようやく全校
人です。先生方の数は 人です。

手話を交えて歌いました

くまモンと一緒に童謡「虹」を

生徒が集まっての学習を再開することができるようになりました。
８月３日は、日奈久小学校正門で、
里木校区長を始め、地域の皆さんが
出迎える中、６台のスクールバスに
便乗した八竜小、坂本中の皆さんが

竜小学校は、同じ校舎で学校生活を

見つかるかもしれません。何か発見

奈久小でも、日奈久小のみんなに負
日奈久小の子ども達は、八竜小の

めて日奈久小学校に来て、少し緊張
しているかもしれませんね。でも、

いと思います。まだまだ、分からな

園田 英雄 校長先生

坂本中学校

対面式あいさつ

奈久小の皆さんに色々教えていただ

子ども達や先生方に知っていること
では、これからお互いに楽しい学

日奈久小学校の子ども達は、皆さん

校生活が送れるようにがんばりましょ

いことがあるかと思いますので、日

とっても喜んでいて、今日の日を心

をしっかり説明してくださいね。

待ちにしていたのですよ。私達は、

う。よろしくお願いいたします。

が日奈久小学校に来てくれることを

八竜小学校の皆さんが少しでも安心

分、学校生活を楽しんでほしいと思
います。とは言っても、最初の頃は

坂本中・日奈久中 対面式あいさつ
日奈久中学校

しれません。そんなときは遠慮せず

出会いになると思います。また、皆

日奈久中の皆さんとの出会いは、
に、本校の生徒に尋ねてください。

皆さんもご存じのとおり、坂本中

になることになりました。

さんとのこれからの生活は、それぞ

この度、坂本中学校の生徒 名は、
坂本中の皆さんが本校に来られる

丁寧に答えてくれます。最後に、同

の生徒が住む坂本町は、７月４日早

れの人生の中でも、忘れられない大

緊張や不安、戸惑うことがあるかも

ことを、日奈久中に関わるすべての

じ屋根の下で学ぶ中学生同士、多く

朝の球磨川の氾濫で被災しました。

中村 恭介 校長先生

生徒、職員そしてＰＴＡの方々は心

の交流を通して、坂本中・日奈久中

ホールと坂本中より遠くにある鶴喰
生活改善センターに分かれて学習を
行ってきました。今日からは、坂本
中の全校生徒が、ここ日奈久中学校
に集まり学習を行うことができ、と

困難な状況に直面している本校の生

待ちにしていました。ところで、日

の生徒が、互いに成長していくこと

奈久中と坂本中とでは大きな違いが

日奈久中学校の生徒の皆さん、ど

切な時間になることと思っています。
を願い、あいさつとします。

生徒たちは７月 日から、桜十字

きない状況です。

中学校では学校生活を送ることがで

ラインとなる水が出ないため、坂本

損傷はしてはおりませんが、ライフ

せん。また、校舎は高台にあるため

現在、道路が損傷、多くの橋も流さ
あります。それは、本校には「階段」
があることです。３階の教室までの
階段の上り下りはきついかもしれま
せんが、３階の見晴らしは最高です。
最初に伝えておきたいことがあり
ます。それは、私は皆さんを本校の
生徒と同じように関わっていきたい
と思います。決して特別扱いはしま
せん。素晴らしい行為は精一杯ほめ
ます。逆に、ルールが守れていない
時は厳しく指導します。ですから、
皆さんも遠慮することなく、思う存

日奈久コミュニティセンター 38-2390
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16

があったら、教えてくださいね。

12

到着しました。 数
( 名は、保護者送

名は、日奈久小の

迎 到
) 着を待つ日奈久小の子ども達
が、２階のベランダから手を振って
迎えていました。
八竜小の児童
到着した八竜小の子ども達を２階
から迎える日奈久小の子ども達

式が行われました。日奈久小学校で
は、７日に対面式が行われ、「くま
モン」のサプライズ登場もあって盛
り上がりました。

31

66

れ、安全に登下校することができま

33

昼休みは、お互いにまだ遠慮がち
で、それぞれの学校の子ども同士で
過ごしていましたが、少しずつ一緒
に遊ぶ姿が見られるようになってき
ました。
子ども達は、互いに学び合い、交
流を深め合っていくことでしょう。
日奈久地域としても、温かく見守り

名は、日奈

久中の３階に入りました。みんなで

応援していきましょう。以下、各学

３階に、坂本中の生徒
ようやく一つの教室に入れたことを

校の校長先生の言葉を紹介します。

交通指導員も子ども達の安全な登下校
のために交通整理

喜ぶ姿が見られました。

･

はじめは、日奈久小 中学校の施
設や子ども達に慣れるのに精一杯の
一週間となりました。帰りは、ＪＡ
跡地でスクールバスに便乗して帰る
ことになっていますが、帰りのバス
の中で、小学校１年生は眠ってしま
うこともあり、慣れない環境での疲
れが出ているようです。２学期が８
月 日から再開されて慣れてくると、
くることでしょう。

みんなで同じ教室に入って、集中
して学習に励む坂本中生徒

33

日奈久中では、３日に早速、対面

15

60

60

10

少しずつ子ども同士の交流も増えて

20

日奈久小と八竜小の子ども達が
仲よくサッカー
日奈久中生徒と坂本中生徒の対面式
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