日奈久ニュース

おが
まち

敬老会のご案内

ご 長寿 を心 から お祝 いし て

日奈久校区
日奈久校区婦人会
日︵日︶

や味取観音堂などを巡ります︒
山頭火ウォーク

キ

やし︑その後は日奈久ゆめ倉庫で

ゴールしたら温泉に入り疲れを癒

ロ︑風景を楽しみながら歩きます︒

ゴールの温泉神社までの約

中学生以下 ５００円

８ 〜 受付 球磨川河川敷公園
:
９ 〜
ゴールは日奈久
:
:
参加費 大 人
１０００円

ト レーニ ング
無料体験

日開催された運営委員会の

住民自治会運営委から

８月

協議内容の中から︑記事にしなかっ

トレーニングをするメリットは︑①姿勢

ろ︑つまり胴体のことを指します︒体幹

を痛感している︒

・国道の整備が進み︑環境の大切さ

○町内連絡委員会

た主な内容をお知らせ致します︒

が良くなる②息切れ③疲れ④腰痛⑤転倒

日の敬老会の準備を９月

○福祉健康人権部会
力を発揮しやすくなる

日９時から実施する予定︒

月に部会研修として︑健康問題

・

怪我をしにくく
･
なる等のメリットがあります︒

また︑スポーツをされる方にとっては︑ ・９月

の予防等です︒

体幹とは︑字の如く体の幹になるとこ

体幹

山頭火にゆかりのある報恩禅寺

日奈久ゆめ倉庫〜熊本市内

参加費５０００円︵昼食込み︶

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﹂

﹁ありがとう﹂が
行き交うまち 日奈久

保育園児によるかわいい出し物︑
小・中学生の発表︑絵手紙入賞者

２日︵ 日︶

表彰︑山頭火クイズ王決定戦もあ
ります︒
日奈久街並み再発見

９ :〜
:
日奈久ゆめ倉庫９ :〜
受付
参加費 ５００円
開湯６００年を超える歴史ある

: 投句受付

９日︵日︶

日奈久温泉をガイドが案内します︒
おりや句会

:〜

期間中

お楽しみ抽選会も開催されます︒

展示

た
(ばこと受動喫煙 に
)ついての研修
を計画している︒日時は未定︒

ダイエットをしたい方︑トレーニング
をしたい方に︑正しい体の使い方を身体

備されていたことへの感謝の電話が

に来られたそうである︒きれいに整

・８月７日に津森から数名でお参り

○生活環境部会

･

のプロがお伝えします︒
◆日時 ９月８日・ 日︑ 月 日

日︑ 月 日・ 日︑ 月
８日の土曜日

ＤＲＥＡＭ火流
月

日

時から日奈久ゆめ倉庫で開

月のた

年度の配布を希望される

猿に注意を！

町内には物品選定の検討を依頼︒

め︑平成

・ＪＲＡの決算は１月から

する予定︒ありがとうございました︒

ました︒コミセンの備品購入に活用

病気見舞いに対する寸志をいただき

・前住民自治会長の平田啓爾様より

ついては今後検討する︒

険加入を申請予定である︒その他に

ついては︑広報誌発行事業と活動保

・まちづくり活性化補助金の活用に

○事務局より

催予定︒

月

○旅館組合

届いている︒現在︑つげへの水やり

を続けている︒

:

◆場所 善立寺 日
(奈久中町３８２ )
◆お問い合わせ先 北園武広

:〜

電話０９０ ８
-６６８ ９
-２７８
◆主催 公益財団法人熊本県体育協会

・むたゆうじさんのコンサートを

日か ら

主管 総合型地域スポーツクラブ

９月

１日 まで は﹁ 環 境衛
生週 間﹂ です ︒ 全国
で各 種の 環境 に 関す
例 年︑ 八 代市

る活 動が 展開 さ れま
す︒

でも﹁市内一斉清掃﹂が実施されま
す︒
自分たちの地域の衛生環境が良く
なると︑日々気持ちよく過ごすこと
が出来ます︒自分たちの町内は︑み
んなの力で綺麗にしていきましょう︒

で注意をしてください︒

内によっては期日変更があるかもし 最近︑馬越町で猿が出没しています︒
れませんので︑確認してください︒ 移動していますし︑危険性が高いの

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

皆様のご協力をお願い致します︒町

16

◆日時 ９月 日︵月︶午前 時〜
◆会場 日奈久中学校体育館
会場までマイクロバスを運行予定です︒
内致します︒ご利用ください︒
今年の敬老会にご案内する 歳以

今日の発展にご尽力頂いた皆様の
ご功労︑ご功績に感謝し︑末永いご
上の方は︑７４２名︵昨年より５名

ていますので︑お誘い合わせの上︑

お祝いのアトラクションも用意し

歳の女性の方がお二人おられます︒

性と女性の方のお二人です︒１００

増︶です︒最高齢は︑１０２歳の男

健康を祈念する会︵敬老会︶を開催

致します︒
案内状は９月 日頃に婦人会会員
例年通りマイクロバスを往復運行

がご家庭にお届け致します︒

予定です︒案内状といっしょに停車

:〜
: 句会
会場 日奈久ゆめ倉庫

会費 １０００円

○まちなかギャラリー
日奈久温泉街一帯に種田山頭火
の句板を掲げています︒好きな句
を探してみませんか︒
○おりや一般公開
種田山頭火が宿泊したおりやを
自由に見学できます︒

お問い合わせ
日奈久温泉観光案内所
０９６５︱３８︱０２６７

13
19
12
30

是非ご参加ください︒

日︵ 土︶

日︵ 日︶

＊先着 名

18
30 24 10

場所︑集合時刻などについてもご案

山 頭火シンポジウム

:〜
: 日奈久ゆめ倉庫
入場料 １０００円

︵高校生以下無料︶
募集俳句表彰式︑参加型座談会
◆交流会
:〜
:
会費 ５０００円

:

山頭火を巡るバスツアー

９ :〜

全国的にも珍しい 日奈久十五夜綱引き

内でも町内ごとに綱引きが行われま

大坪︑新田︑山下︑竹之内の各町

ということです︒

つの特徴は︑綱を町中﹁曳き﹂回す

ひ

を結んで﹁引き﹂合います︒もう一

しかし︑日奈久の場合は２本の綱

９月 日 月
(・振替え休日 )

んぺい湯前を中心に日奈久十五夜綱
引きが行われます︒
: 神事
: 街中曳き回し

10 22

山頭火シンポジウムは 日︵土︶
今日はみんなで山頭火ーよむ︑しる︑かたるー

第 回﹁九月は日奈久で山頭火﹂
火﹂がいよいよ始まります︒皆様

回目の﹁九月は日奈久で山頭

昭和５年９月からの長旅が︑当地
のご参加を心からお待ちしており

放浪の自由律俳人 種田山頭火の
･

日奈久に始まっていることは︑既
ます︒

日奈久ゆめ倉庫

１ 日︵ 土︶

︵実行委員会︶

によく知られています︒その山頭

:

山頭 火オー プニ ング

:〜

( 月実

検討・対象者を絞りから体験的な支
援 活動まで を︑今回と 次回

事故などで︑いかに地域の支え合い

掛け等気軽

す︒少子高齢化のため︑引き手が少
なくなって綱の太さや長さが縮小さ
れたり︑存続を危ぶむ声も聞かれま
すが︑大切に残していきたいもので
す︒最終的には︑８月 日の会議で
決定されます︒

17

17

14

10

11

14

火が宿泊した木賃宿﹁おりや﹂は︑

今でも当時の姿を残している日本

で唯一の宿です︒

校区 福祉推進協 議会だよ り

第二 回 福 祉座 談 会開 催

が必要かを実感しています︒まずは︑

に簡単なこ

:すぎ 綱引き
請け元は塩南町︒

日奈久の十五夜綱引きは︑他には
あまり見られない２つの特徴があり
ます︒ふつうは１本の綱を二手に分
かれて引き合うのが一般的︒

11

（７月末現在）

施 予定 に
) わ たり取 り組 みま す ︒ 参
加者の皆様も真摯に話し合っていま
今年の十五夜は９月 日 月
( ︑
)
した︒ 昨今の各地の災害・事件・
中秋の名月の下で︑温泉センターば

ゆめ倉庫で︑

２月に続き︑８月７日 火
( 日
)奈久
名の参加者のもと第

二回福祉座談会が行われました︒

ている還付金詐欺被害や交通事故に

とから始め

身近なとこ

ついて現状の説明がありました︒次

てみましょ

はじめに八代警察署日奈久交番の

に︑第六地域包括支援センター長松

う！

ろから︑声

下様より︑少子・超高齢社会で直面

伊東警部補から︑日奈久でも多くなっ

する問題に備え三回シリーズの講演
会についての紹介がありました︒座
談会では︑第一回座談会のまとめを

27
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９月３０日(日)は市内一斉清掃日です

00

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 13：30〜
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（広告欄）

日の前夜祭は︑雨の予報
から大変な蒸し暑さでした︒温泉

翌日８月１日︵水︶の本祭は︑朝

酷暑に負けず丑の湯祭り
７月

もあり︑日奈久ゆめ倉庫で開催さ

多 く を 学 んだ 日 赤 講習 会
岡部嘉津子

たときには︑

災害が起こっ

まめに行い︑不

便な生活の中で

駅のノートから

回全国小学生ＡＢＣバドミン

ること︑伝える

館に来ました︒前日は︑日奈久の旅

トン大会の応援で︑八代市総合体育

第

ことの重要さも

館に宿泊しましたが︑最高のもてな

正確な情報を得

よく分かりまし

栃
(木県佐野市より )

宮崎より連休を利用してドライブ

｢

中です︒先日テレビで 日奈久温泉

を紹介しておりましたので︑立ち寄

らせていただきました︒

のどかな町ですね︒また︑機会が

もの 心の 成

ね︒

｢

｣

田ＰＴＡ会長︑木久田校長先生等で

の安全︑保育園問題等を発言してい

した︒議題は︑学校全般︑通学道路
生徒の手にトゲが校舎建て替えに

ただきました︒その中に︑﹁校舎の

いた﹂との発言がありました︒委員

手にトゲが刺さり怪我をした生徒が

掃除の時ぞうきんで拭いていたら︑
日奈久小学校ＰＴＡ役員︵広報委

昭和 年頃の話です︒
員︶の時︑委員の中から﹁座談会を

計画したら﹂との意見がありました︒ 会は︑生徒の安全を重視との新聞を

表され︑委員一同びっくり︒﹁座談

それから一年︑新校舎の図面が発

つくりました︒
聞くと︑﹁それは委員長たい﹂との

初めてのことで﹁誰が司会を？﹂と
声︒そのとき一度も実施されたこと

会の成果﹂と不思議な思いをしまし

ました︒

当時の委員さん︑ありがとうござい

た︒委員一同良き歴史を残しました︒

が無いことをやるんだと︑委員全員
団結して準備をしました︒
参加者は︑西山県ＰＴＡ副会長︑
金井元校長先生︑松本出張所長︑村

｣

（広告欄）

ども神輿が３基登場し元気なかけ
声をかけながら盛り上げました︒
請前の上西町をはじめ︑消防団︑
中学生︑スタッフの頑張りで盛り
上がりました︒関係者の皆様︑酷
今年は︑８月６日 月
( に
)日奈久ゆめ倉
庫で開催されました︒

神社での神事の後︑温泉街で約二

暑の中大変お疲れ様でした︒

れました︒やうちブラザーズの愉

しでした︒

来年 平
(成 年８月 に
)八代で高校

た︒
風呂敷二枚を

﹁災害時における高齢者の支援につい

使って簡単リュックサックの作り方も教

総体 イ
(ンターハイ の
)バドミントン
が開催されますので︑来年も孫の応

キロの神幸行列が行われました︒

えていただきました︒さらに︑災害時の

援に来たいと思います︒

快なステージ︑むたゆうじさんの

高齢者の方が︑被災時に受ける不安︑

体温をまもるためにタオルケットをガウ

避難所では周りの方に話しかけたり︑

活用したいと

分かりました︒

傾聴したりすることにより︑一人ではな

思いました︒

回復するのに長期間かかるそうです︒

いことの安心感を得ることが出来るそう

ありましたら︑温泉も利用したいと

思います︒

宮
(崎県より )

ていただき︑これか らの私た ちの活

動に役立つ勉強会となりました︒

各ご家庭でも﹁読 み聞かせ ﹂をさ
そこで今回は︑八代市立図書館館

長に 大い に

れませんか︒ 読み聞かせ は︑子ど
長小出康子さんを講師として迎え︑

です ︒家 族

そろ って 本

役立 つそ う

勉強会を７月 日 水
( に
)実施しまし
た︒参加者は︑ 名でした︒

本の読み聞かせ に行っています︒
｢
｣

婦人会では︑年に数回︑小学校に

ミ ニ 集 会﹁ 本 の 読 み 聞か せ ﹂

です︒また︑役割を見つけて積極的に体
を動かすとストレスも減るそうです︒
脱水状態にならないよう水分摂取はこ

チャ レンジ した絵 だより 教室
８月５日︵日︶に日
奈久ゆめ倉庫で︑絵だ
より・俳画教室が開催
名の参加で

されました︒子ども６
名を含む

小出さんは︑私たちを引きつける

に親 しむ 機

まず︑八代絵だより

31

馬越町 西村謙剛

読者の広場

会に もな る

自己紹介をされ︑終始笑顔を絶やさ

と良 いで す

読み聞かせ の
｢
｣

の会代表の岸部先生の
ず︑やさしく語りかけていただきま
説明がありました︒その後先生の模範制作の した︒お話の中で︑

した︒

タオルケットを使って実技

様子を見て学びました︒参加者は︑最初﹁水 ポイントや本の選び方︑本の持ち方
加減が難しい﹂と苦戦気味でしたが︑だんだ など︑豊富な実践に基づくお話をし
ん慣れてきて思い思いの作品作りをしていま
した︒
だんだん自分の思いに近い作品が出来て︑
うれしそうな笑顔が印象的でした︒

８月 日 土
( と
) 日

の 気持 ちを 込め て︑ 全

･

国一斉ウインズ デー
が開催されました︒

各種 のイ ベン トが 開
催さ れました ︒また︑ 移動 販売 車
も登 場しまし た︒親子 連れ が来 場

あふれる笑顔で講演される小出さん

ため︑リハビリや心のケアが必要となり︑ 用する方法も

悲しみ︑怒りなどの感情をそのままにし

今年は小学生が多数参加して︑子

19

ンのように活

伸びやかな歌声︑最後は大抽選会

簡単にできる風呂敷リュック

ておくと︑心の傷として残ることがある

て﹂の講演で︑自分も高齢者の一人だと

大変お 世話に なりま した
日 奈 久 小 中 Ｐ Ｔ Ａ ・ 日 奈 久中 生 徒 会 資 源 回 収

８月 日 日
( ︑
)早朝
より小中学校の先生方︑
ＰＴＡ の皆さん︑日奈

25

20

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

思いつつお話を聞きました︒

大 坪町 が 熱戦 を 制し 優勝
町内対抗野球大会
８月 日︵日︶に町内対抗野球大会が開催されました︒

連日の猛暑にもかかわらず︑それに負けない熱い闘いが

展開されました︒ベンチからの大きな声援を受け︑好プ

レーが続出しました︒決勝戦では︑大坪町が塩南町を破

り優勝を勝ち取りました︒

久中生徒 中
(には小学生
も が
)参加して︑資源回
収が行われました︒

26

し︑楽しんでいました︒

45

時折砂ぼこりが舞う中︑頑張ってプレーされる選手の

姿に大きな声援が飛びました︒熱戦にもかかわらず怪我

をする人も熱中症になる人も無く︑無事に終了できまし

軽ト ラックで各町内
を回り ︑運び込まれる

18

日
( の
)両日︑ウインズ
八 代で は︑ 日頃 の感 謝

縁日で楽しむ親子

やうちブラザーズの3人はこ
の日も絶好調でした

た︒選手の皆さん︑大会関係者の皆さん大変お疲れ様で

した︒

瓶類や アルミ缶︑新聞

紙を次々に分別しました︒以前に比べると︑ビー
ル瓶がずいぶん少なくなっていました︒
その後中学校では︑老人会︑婦人会のご協力
を得て︑剪定と草刈り︑小学校では窓ふきが実
施されました︒
地域の皆様︑資源回収へのご協力ありがとう
ございました︒

ウインズ・デー開催

19

懐かしい歌で盛り上げるむたさん

で大いに盛り上がりました︒

小中学生も頑張った資源回収

31
12

熱戦に続く熱戦

優勝した大坪チーム

岸部先生の実技に見入る参加者

19
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