日奈久ニュース

おが
まち
第 回日奈久校区ふれあい祭 ３月９日 土
( )

９時 分

（主管 ス
:ポーツ文化部会 )
◆ゆめ倉庫駐車場等では、婦人会
のバザー、ひふみ館の朝市、ミニ
ゲーム、ポップコーン無料配布な
どがあります。今年は特に、婦人
会バザーに、小学校の制服が出品
されます。
なお、ゆめ倉庫駐車場への駐車
は、ご遠慮ください。
駐車場は東町広場（ひらやホテ
ル前）をご利用ください。
（婦人会より）
地域の皆様にはたくさんのバザー
への物品提供、誠にありがとうご
ざいました。

◆期日

ばんぺい湯前

３月 日（日）
８ : 受付
◆参加費

５００円
券付き）

（入浴券・抽選券・ちくわ焼
◆日程

◆櫛山登山道路及び山頂除草他

整備
◆３月 日（火）午前８時 分

東町広場集合

毎年、桜ウォークにたくさんの
方の参加があります。皆さまのご
雨
(天中止 )

協力をお願いいたします。

六郎神社
「
日奈久温泉発見感謝祭」
開催
３月 日（日） 時から神事が行
われます。お告げの石に六郎役とお
きん役の人が温泉のお湯をかけて、
感謝の気持ちを伝えます。また日奈
久の温泉旅館や施設のお湯を持ち寄
請
(元 中町 )

りそれを石にかけるとともに、お祓
いを受けます。

「ながらスマホ」していませんか
スマートフォンをしながら歩いた
り、自転車などの運転をしたりする
と、スマホに集中して視野が狭くな
るため、事故を招く危険な行為とな
ります。
全国では、ながらスマホで死亡事
故も起こっ
ています。
卒業や進学
スマホを購

シーズンで、
下山

入する子ど

宝探し（櫛山 ）

抽選会・ちくわ焼体 験

もたちが増

昼食

９ : 開会式
９ : ウォーキングスタート
:

:

:

で話し合いましょう。
日
(奈久校区婦人会交通安全母の会 )

栄町防犯灯漏電事故と

住民自治会運営委から

日奈久小・中学校の南側道路にあ
それまで防球ネット沿いに配線さ
れていましたが、樹木の生長に伴い、
電線が木々の枝や葉に接触するよう
になりました。そのため被覆がはげ
て漏電し、防犯灯が点灯しなくなっ
てしまいました。教育委員会とも相
談して、フェンス土台沿いに固定す
る形で修復しました。また、支柱も
１本はステンレス製に変更しました。

フェンス土台沿い
に電線を固定

コミセン１階トイレの改修
日奈久コミセンの一階トイレの
改修が完了しました。
多目的トイレが設置され、快適
に利用出来るようになりました。
お互いに次の人のことを考え、き
れいに利用しましょう。

て活動する。

○企画イベント部会

・雛祭りイベント開催中。

日と

日には竹灯りを点灯する。手作

メインイベントに向けて、

日の

し、オレンジ色のベストを作成し

ちづくり活動活性化補助金を活用

・日奈久校区自主防災会では、ま

○町内連絡委員会

住民自治会関係会議等
会場：日奈久コミセン
13日(水)市政協力員例会
15日(金)運営委員会17:00
18日(月)広報部会19:00
対策について

３日(日)駅コンサート
９日(土)日奈久ふれあい祭
日奈久中学校卒業式
21日(木)
春分の日
22日(金)日奈久小学校卒業式
26日(火)櫛山登山道路および
山頂除草他整備
31日(日)日奈久温泉
スプリングフェスタ
｢日奈久温泉発見感謝祭｣

る防犯灯の配線を交換しました。

３月の行事から

ますが、利用のマナーについて家族

えると思い

（イベント広場）

＊弁当・飲料水
は、各自でご持
参下さい

草刈作業のお知らせ

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

男1219人
女1489人
計2708人
(21年末3444人)

ステージ発表にバザー、ゲームなど盛りだくさん！ みんなで盛り上げましょう！

（1月末現在）

第 回を迎える日奈久校区ふれあい祭は３月９日 土
( に
)日奈久ゆめ倉庫で開催されます。
日奈久校区の住民のみなさんが集まって、楽しくふれあい、交流を深め合おうと、住民自治会が主催して

◆開会式

開催します。たくさんの方のご来場をお待ちしています。

昨年のふれあい祭から

り雛を飾る竹の台を作成している。

○事務局

・ＪＲＡ寄付物品の選定について、

各町内も検討されているが、事務

局でも早急に検討をしたい。

・津森小遭難の碑広場に、馬越町

の浪花さんが転倒しにくい花立て

を作成してくださった。

「駅のノートから

○大人女子旅 ６
(人 旅
)館で楽しく
一 泊。おれん じ鉄道 の旅の チケ ッ

ト で来ました 。日奈 久で泊 まる の

は 初めてでし たが、 温泉は すべ す

べ つるつる、 料理は おいし く、 旅

館 のスタッフ の方々 も優し く、 素

晴 らしいおも てなし をして いた だ

き ました。お 土産に 《ちく わ》 も

も ちろんゲッ ト。思 い出に 残る す

なん

（Ｎ．ＫＡＺＵＹＯ）

て きな時間を ありが とうご ざい ま

した。

ちくわの焼 けるに おいぞ

○山頭火よろしく旅に出た。

と 香ばしいこ とか。 湯煙の 奥に 見

え る不知火海 の広さ に比ぶ れば 、

我が悩みなぞ なんと小さき事よ。

○ 久しぶりの 旅行＆ 温泉で とて も

リ ラックスで きまし た。ご 飯が お

いしくて太ってしまったので、帰っ

た らダイエッ ト頑張 ります 。ま た

いつか来たいなぁ。

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

16

日奈久温泉スプリングフェスタ
（櫛山桜ウォーク）開催

ご寄付へのお礼
むかえ町薬局の江浦俊男様か
ら、日奈久住民自治会の運営支
援として寄付をいただきました。
ありがとうございました。

23 24

◆ステージ発表 ９時 分～
最初は日奈久小２年生の合唱。
その後は、太極拳、日舞、カラオ
ケ、リズム体操、フラダンス、合
唱など、そして最後は会場の皆さ
時

んと一緒に楽しい歌を歌います。
ステージ発表が終わると、

ます。

品や書友会の書道作品が展示され

◆会場壁面には子供たちの人権作

ます。

分頃からお楽しみ抽選会があり

11

24

16

日奈久の春を
満喫しましょう！

30

日奈久の人口

雨
(天中止 )
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（広告欄）

回目を迎え、温泉街の

)

ノリノリおじいさんたち

将来に向けて志を新たに
日奈久中学校で

「将来の夢」
二年 丸尾 飛翔
僕の夢は、両親が行っている
農業を営むことです。この夢は、
中学生になってから、やりたい

でもあるカーネーションを植え

「立志式」を挙行
と思うようになりました。
僕の家では、主に三回忙しい
２月４日 月
( に
)日奈久中学校で
立志式が行われました。
るための土入れの時に、家の心

時期があります。その中の一つ

まず、宮川校長先生から、立志
臓ともいえる父が、インフルエ

「立志」という言葉にその由来が

時に記した『啓発録』の中にある

いけないのですが、三、四日目

普通なら一週間ほど休まないと

ンザにかかってしまいました。

うれしかった！

ミド リ）

日、日奈久小学校

（浪崎

絵本の読み聞かせ

去る１月

での絵本 の読み聞かせに参 加し

ました。 私は、５・６年生 を担

｢

当しました。選んだ本は、 こび

｣

とのくつや です。子どもたちは、

絵本に食 い入るように見て くれ

ました。

終わっ てから、５年生と ６年

生の代表 が感想を言ってく れま

した。

「前にも 読んだことがある 話で

等々。テ レビのチコちゃん じゃ

さんのような人になりたいです。

らって良かったです。」 こびと

した 。当た り前 の日 々が 一番

い映 像を見 て、 衝撃 を受 けま

からの励ましの言葉が贈られまし

祝いの演奏、日奈久中学校の先輩

その後、秀岳館高校の雅太鼓の

最後に記念撮影をして終わりま

６年 西﨑 七海

｣

（広告欄）

歴史が息づき、風情ある湯の里日奈久に、今年も「ひなぐ
雛祭り」がやってきました。今年で
旅館・ばんぺい湯・ゆめ倉庫・おりやには、たくさんの雛人
（雛人形は３月３日まで飾られます
旧八代屋旅館の見事な雛飾り。
観光客の方もため息。

歳の

あること。ちょうどこの頃から、

から一人離れて、休んだ分を挽

式は幕末の志士橋本左内が

校長先生は、将来の自分を意識し

ありませんが、 ボーッと見てい

したが、 改めて読み聞かせ ても
まず一つ目は、些細なことでも

る だけの子どもはいませんでし

は次のようなことを心がけて頑張

感謝をすること。二つめは、人に

た。熱心 に聞いてくれてう れし

ろうと思います。

けてくれる「味方」として存在し、 たいと強く思いました。やりたい

対しての礼儀を身につけること。

かったです。

回しようと黙々と静かに作業をし

と思ったのは、父の影響だけでは

いうことです。この三つを心がけ

容でも、きちんと僕たちの世話や、 三つめは、努力を人よりもすると

ありません。一年中忙しい仕事内

て、大人になるまで頑張っていこ

ていたのを見て、この仕事に就き

知識や技能を身に付けることで将

食事を作ってくれている母の影響

うと思います。まずは、今しない

幸せ で、災 害で 困っ てい る人

た。二年生 名 ２
(名欠席 が
)、こ
れからどう生きていくのかをしっ
に就けたなら、人の倍働き、両親

した。保護者地域の方々も多数参

｢

来への夢を広げ、同時に不安を少

もあ ります 。で も、 一番 僕に

といけないことをきちんと終わら

に、 笑顔と 安心 をプ レゼ ント

や家族の皆に何かをプレゼントし

加され、祝っていただきました。

○みんなのきずなを深めて

｢

なくしてくれるものに変わったこ

影響 を与え たの は熊 本地 震で

できるようになりたいと思ったこ

かり考えることが出来ました。

でご 飯もま とも に食 べら れな

とも一つです。僕がもしこの仕事

たいと思います。このために、僕

〈人権標語〉

華澄

６年 中山 睦希

○守ろうよ 人の心を 大切に

６年 宮地 七海

言葉づかいを

○みんなが笑顔になる

５年 浅川

〇みんなで作ろう 心のきずな

５年 西﨑 健人
いじめを止めよう
〇みんなで守ろう 言葉づかい
６年 西山
昊
５年 岩﨑 光星 ○みんなで作ろう 楽しいクラス

〇友達が困っていたら 助けよう

｣

す。 最も被 害が 大き かっ た益

せ、一つ一つをクリアしないとい

と等を話されました。

城町 の映像 がニ ュー スで たく

て勉強するようになったこと。今

11

けないなあと思います。

まで苦痛だった勉強が、自分を助

秀岳館高校の雅太鼓を体験しました

さん 放送さ れて いて 、そ の中

次に２年生全員が、 これまでの
｢
生き方を振り返って や 将来に向
｣
｢
けて」、 これからの生き方 につ
｢
｣
いての作文を発表しました。

まち角スナップ
【新開町堤防の河津桜】
ピ ン ク 色 の 花び ら が 大
本の河津

宮川校長先生の話

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

15

10

形が飾られ、多くの方々のおいでをお待ちしています。

み さ

午前の本町でのオープニングでは、日
あ やか

奈久かぐや姫に扮した上森心咲さん 鏡
(

小３年 と
) 山口絢楓さ ん 一
( 中１年 ）が
日奈久の雛祭りを上手に紹介しました。
さ わ

「雛迎えの儀」のかぐや姫は、市内松

崎町在 住の 村上 咲羽さ ん ６歳 で した 。

「竹取物語」のお話を大変上手に朗読し、

あいさつも立派に出来ました。
ひ な

「雛送りの儀」のかぐや姫は、大坪町

の磯崎姫奈さんです。

変美しく、約

桜の木が、４分咲き 程度
です。天気の良い日 に散
歩ついでに観に行か れま
せんか？
（２月 日撮影）

19

第10回ひなぐ雛祭り
２月９日開幕

そがみまこさんの透明感のある歌声

みんなで築こう
人権の世紀

日奈久に春を呼ぶ 雛祭り

に、観客も魅了されました。

４年 山下 晴生

20

17

白百合学園高校の箏曲部による琴の演奏。厳かで
華やかな演奏にうっとり。
ひなぐ雛手づくり体験では、優しい講師に教え
られながら、丁寧に製作されていました。

オープニングは秀岳館高校の雅太
鼓。勇壮かつダイナミックな演奏。
村上咲羽さん(６歳)
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