いと思っています。住民の皆様もカー

通事故 防止のた めに努力し ていきた

合わせ て清掃し ました。今 後とも交

て、見 通しが良 くなるよう にと力を

もありましたが、少しでも綺麗になっ

くなっ てくすみ がちになっ ているの

らされ 、汚れて いました。 中には古

業が続 きました 。ミラーは 風雨にさ

日奈久ニュース

おが
まち

交通事故防止を願って
カーブミラーの清掃実施

日奈久校区の交通指導員の会では、
ヶ所のカーブミラーを清掃し

春の交通安全運動に合わせ、校区内

の約

ています。
今年は、４月８日 木
( に
)２班に分
かれ実施しました。特に３号線は、

通行す

る車が

多く、

安全面

に十分

気を付
けなが
らの作

羽ばたけ 名の日奈久っ子！
令和２年度日奈久小学校卒業式

３月 日 水
( に
)挙行された日奈久
小学校の卒業式は、厳粛な中に卒業
『可能性』を、一つでも二つでも多

な事に挑戦し、自分の『よさ』や

でも、自分に自信を持って、いろん

生の未来への思いやお世話なった方々
く発見し、伸ばして欲しいのです。
二つ目は『人を信じる』というこ

への感謝の気持ちがあふれる、明る

く温かさに満ちたものでした。
とです。

みなさんがこれから大人になって
自立していくまでには、いろんな人
いことばかりではなく、つらくて心

「ありがとう」が
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」
今後は、地元の法人として、今

今年で 年目を迎えています。
近年、農業従事者の高齢化によっ
て、耕作放棄が増え荒地化している
現状の中、日奈久の農業はこれでは
いけないと地域農業の継続、発展の
ために貢献されてきました。さらに
安心安全な農産物を生産し、強い農
業経営体制を確立されたことが認め
られ、受賞されました。

温泉の恵みに感謝して
日奈久温泉発見感謝祭
日奈久温泉が発見されて６１２年
目になります。今年の温泉感謝祭は、
去年に続き、コロナウイルス感染拡
大防止のため、神事のみの開催とな
りました。
３月 日 日
( は
) 、あ いにく の雨
でしたが、宮総代や町内長などが参
加して行われました。
神事は厳粛に執り行われ、旅館な
ど温泉の仕事に携わっている皆さん

ました。

坂本中を訪問し、寄付金を渡され

もあり、奥様と娘さんが八竜小と

校で勉学に励みました。そのご縁

被災し、８月から日奈久小・中学

の子ども達が、昨年７月の豪雨で

今回は、奥様の出身地の坂本町

寄付をされてきました。

収して得た売上金を卓球愛好会に

まで空き缶からアルミ缶を分別回

山下町の丸下 鉄夫さんは 、これ

山下町 丸下鉄夫さん

八竜小・坂本中に寄付金贈呈

い思いを語られました。

さらによりよい地域にしたいと強

ブミラーで安全確認をしっかりして、

２月 日、アグリ日奈久を創立し、

代表の白石節夫さんは、平成 年

県農林水産業
功労賞受賞

アグリ日奈久

う。

以上に日奈久の農業を盛り上げ、

（３月末現在）

交通事故に遭わないようにしましょ

日奈久の人口

が、奉納された温泉を「御告乃石」

憲法記念日
みどりの日
こどもの日

婦人会だより
○昨年作れなかった「ゴキブリ団子」

住民自治会運営委から

４月 日 木
( 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。

○町内連絡委員会

・大雨の度に氾濫する大坪川の監視

カメラが、国交省によりみずほ保育

園の所に設置されました。

○生活環境部会

本植樹しました。

・津森小遭難の碑公園に玉柘植を約

入の上、お申し込みください。

月の各 町内の回 覧板の申 込用紙に 記

「ゴキ ブリ団子 」を必要 な方は、 ５

を今年は、５月に作る予定です。

ばんぺい湯で展示されます。

の入賞作品は４月１日から 日まで、

・雛祭りの俳句とフォトコンテスト

○企画イベント部会

○旅館組合

・晩白柚オーナーは、現在 人が申

○今年も、小・中学校に入学された
新入生へ、お祝いの言葉を添えた

し込んでいます。

から 日までに変更されました。

に展示される期間のは、４月１日

トコンテストの写真がばんぺい湯

「城下町やつしろの雛祭り」フォ

訂正

「書面議決」で実施します。

・住民自治会定期総会は、今年度も

○事務局

「ストラップ」を贈りしました。

にょらい

たところ、新たな事実が分かりました。
お釈迦様（釈迦 如 来 座像）は作り方

徳次郎が釈迦堂の内装を修理したこ

からは修理記録が発見されました。明

「玉眼」でリアルな作り。さらに台座

目は水晶（またはガラス）をはめ込む

れています。

北向きに変えて再建されたと伝えら

２２）流行病の終息を願い、現在の

建てられましたが、大正 年（１９

釈迦堂はかつて海に面して西向き

となどが明らかになりました。

治 年（１８９０）日奈久町の村戸善

の特徴から江戸時代の作と推定され、

50

21

15

30

石原学芸員は、「昨年から続くコ

ロナ禍の時代、釈迦堂と本尊の四百

七が世話人となり、同町の仏師・田島
敬三郎が修理したことが分かりました。

年の歴史が再び注目される機会にな

れば幸いです。」と話しました。

田島敬三郎の子は近代彫刻家田島亀
彦の父で、日奈久や八代の寺院に仏壇
むねふだ

や欄間が残されています。
見つかった２枚の板は棟札といい、
釈迦堂と本尊の建立と修理について記
録されていました。江戸時代の慶長年
間（１５６９～１６１５）に釈迦堂が
創建され、釈迦如来がまつられたこと、
天保 年（１８４３）釈迦如来を新調、
または修復して玉眼を追加、西寶寺と
善立寺の住職が玉眼点眼の落慶法要を
したこと、慶応３年（１８６７）仏師・

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
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住民自治会関係会議等
13日(木)市政協力員例会
17日(月)運営委員会
19日(水)広報部会
お祝いの心がこもったストラップ

日奈久住民自治会

に掛け、益々の繁栄を願いました。

日奈久歴史散歩

30

11

式辞の中で、中村校長先生は次の

言葉を贈られました。

「一つ目は、『自分を信じる』とい
みなさんは、自分自身では気づい

が折れそうな時もあるでしょう。け

との出会いや別れがあります。楽し

ていない沢山の能力や特技を持って

れども、みなさんは一人ではありま

うことです。

います。これから始まる中学校生活

せん。どんな時でも、みなさんのこ

下塩屋のお釈迦様は
江戸時代の作
専門家の調査で新たな発見
し ゃか

２月号で紹介した下塩屋（下西
町）のお釈迦様。最近見つかった
２枚の板は劣化して文字がよく読
み取れませんでした。そこで市立
博物館未来の森ミュージアム学芸
員・石原浩さんに調査をお願いし

かすかに文字が見える ２枚の棟札

とをかけがえの無い宝物として愛し
ているご家族をはじめ、みなさんの
ことを応援している人がたくさんい
ることを忘れないでください。自分
がつらい時こそ、人を信じ、人に感

表彰を受けた
白石節夫さん
寄付を受け取る園田校長先生(中央)

3日(月)
4日(火)
5日(水)

令和３年５月号
（第１４１号）
発行者

17

５月の行事から
23

14

謝し、人を思いやりながら、笑顔を
失わずに歩いていける人になってほ
しいと思います。」

おつげのいし

11

力を込めて磨きました
名の卒業生は、感謝の気持ちを
胸に、元気に巣立ちました。

11

13

55
24

男 1141人
女 1384人
計 2525人
(前月比-２人)
(2009年末3444人)

「御告乃石」に温泉を掛ける

高圧で水を掛け、
洗剤をつけて磨きました

胸を張り卒業証書を受け取る卒業生

28

第１４１号
５月号
令 和 ３ 年 （ 2 02 1 年 ）
おがまち日奈久ニュース
日奈久住民自治会広報紙
１

(広告欄)

TEL(38)2678

入学おめでとう
日奈久小学校 名
日奈久中学校 名
４月９日（金）、日奈久小・中学
日奈久小の上村智俊校長先生は、

校で入学式が行われました。
「小学校は、遊ぶところも広いし、

テレ ビ番 組「 ゴリ パラ 見聞 録」 （Ｔ

久出 身・ 町田 健一 郎氏 ）が 出演 中の

八 代よ かと こ大 使ゴ リけ ん（ 日奈

る人こそ』、Ｄ『できる人』という
ゴリパラ日奈久フェス
原則です。
オンライン
初めのうちは、緊張してすべての

活動を新鮮に感じて、一生懸命に取
り組むと思います。
しかし、時間が過ぎて、中学校生
ＫＵ 水曜 日深 夜放 送中 ）が 、ラ イン
ライ ブ「 ゴリ パラ 日奈 久フ ェス オン
ライ ン」 とし て、 テレ ビ西 日本 （福
岡） と日 奈久 を中 継で 結び 、４ 月４
日（日）に開催されました。
番 組で は、 日奈 久の 情報 や魅 力を
全国 へと 紹介 しま した 。ラ イン ライ
ブの 視聴 者は ３０ ００ 人超 ！日 奈久
の活 性化 に繋 がる オン ライ ンイ ベン
トに なり 、視 聴者 から は日 奈久 へ観
光し たい との メッ セー ジが 続々 と寄
せられていました。
ゴ リけ んは 、常 に郷 土日 奈久 を忘
れず に、 テレ ビ番 組で 日奈 久愛 につ
いて 語り 発信 して きま した 。そ んな
中で 、「 いこ いの 広場 」の 足湯 やか
らく り時 計の 修復 など 発信 して 、遂

子どもたちに見てほしい

に行政までも
動かして，修
復することが
できました。
ゴリけんが考
案した日奈久

のゆるキ ャラ「 ちく ワン 」も好 評と

お世話になりました

コロナ が収束 した ら、 温泉神 社の

きました。これは、保護者や地域の

れて、幸せな日々を過ごすことがで

て、素直で心優しい子ども達に囲ま

３年間、日奈久小学校の校長とし

桟敷や階 段まで 満員 にす るイベ ント

皆様の温かいご支援のお陰であり、

なりました。

を開催し て欲し いと 思い ます。 僕ら

が送られてきました。当時のビクトリ

で発行された世界初という貴重な切手

４０年に大英帝国（現在のイギリス）

横浜市在住の久山喜昭様から、１８

料を送ってくださり本当にありがとう

熊本県からとても遠い所から貴重な資

りしました。そして、神奈川県という

さなどとても違いがあったのでびっく

て、気づきもあったし、はがきの大き

ちました。また、今と昔のものを比べ

なお、切手類は展示ケースごと、広

され、明るくなりました。

壁 や天 井 が綺 麗 に 塗 装

リニューアルしました。

日 奈 久温 泉 駅の 待 合 室 を

肥 薩お れ んじ 鉄 道 は 、

街角スナップ

します。

ております。どうぞよろしくお願い

域の皆様の心は密でありたい」と願っ

に関わる教職員、保護者の皆様、地

と指導しますが、日奈久小の子ども

く、子ども達には「密はいけない」

す。昨年からのコロナの問題が大き

した上村智俊（うえむらちとし）で

まして、日奈久小学校の校長に着任

日奈久校区の住民の皆様、はじめ

よろしくお願いします

多幸を心より願っております。

ろしくお願いいたします。皆様のご

今後とも日奈久小学校をどうぞよ

本当に心から感謝申しあげます。

が幼少期 に賑わ いを 見せ た日奈 久を
もう一度取り戻したいです。
（日奈久よかとこ実行委員会）

貴重な資料を送ってくださり、ありが
とうございました。おかげで、昔のは

ア女王が描かれた「ペニーブラック」

ございました」

世界初の切手ペニーブラック

と呼ばれる切手です。（下の写真）日

がきなど実際に見て、すごく興味を持

本は江戸時代の天保 年、坂本龍馬４
久山さんは「７月豪雨で大変な被

報部で保管しています。お問い合わせ

６年 大津聖良
害に遭い、自校で学ぶことができなく

は日奈久コミセンへ。

歳の頃です。

なった八竜小と坂本中を受け入れてく
ださった日奈久小、日奈久中に敬意を
表します。両校の児童生徒の皆さんが
一緒に過ごし、交流を深められた記憶

(広告欄)

一つ目に、朝きちんと起きてご飯
やパンをもりもり食べて、元気に学
二つ目に、たくさんの大切なこと

校に来てください。
を教えてくださる方の目を見て、お
話をしっかりと聞きましょう。
三つ目に、交通事故に遭わないよ
う、そして、世界中ではやっている
人にうつりやすい病気にかからない
掃除しよう など、怠け心がわき起

活に慣れ始めたとき、 今日は疲れ
｢
たので、宿題をしないでおこう と
｣
か 人が見ていないので手を抜いて
｢

よう、安全なくらしをしてください」
こるかもしれません。そのようなと
き、『ＡＢＣＤの原則』を思い出し、

｣

勉強する部屋がたくさんあります。
と式辞で語りかけられました。
この 名の１年生のこれからの六

たのしいこともいっぱいあります。
年間に、幸せがあふれていくことを、 怠け心に打ち克って欲しいと思いま

れました。

事 務 局 長 の 山 下 重 春 さ ん （ 御 船 町 ） は 、 作り、これまで久山様からいただいた
「ひょうたんの楽しみは、種から育て作品に 切手やはがきと共に、各学校に数日間
仕上げていくまですべてに愛情を注ぐことで ずつ展示しました。日奈久小６年（現
す」と話されました。優れた作者には瓢道位 日奈久中１年）の大津聖良さん、丸尾

「日奈久小学校の児童のために、

うららさん、山下晴生さんはお礼の手
という段位が与えられるそうです。
入場者には、かわいいひょうたんのストラッ 紙を送りました。
プや苗がプレゼントされました。

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

また、２年生から６年生までの親切
なお兄さんお姉さんがいます。日奈

生の成長を見守っていきましょう。

な入学式でした。地域全体で新１年

決意新たな新１年生の姿が印象的

す」と励まされました。

みんなで願った入学式でした。

「新入生の皆さんにはぜひ、本校

中村恭介校長先生は、式辞の中で、

また日奈久中学校の入学式では、

久の町のみなさんも、みんなお祝い

元気な10名の新1年生

中村道恵
校長先生

上村智俊
校長先生

の校訓『礼節 探求 鍛錬』を常に
心に留めて、これからの学校生活を
送ってほしいと願います。
中学入学という大きな節目にあた
り、人として大切にしてもらいたい
ことを一つお話します。
それは、『ＡＢＣＤの原則』です。
Ａ『当たり前のことを』、Ｂ『バ

今年のカーネーション風呂は、母の日に開催
①あたらし屋旅館 10:00～15:00 500円 ３８－０２１３
②金波楼
12:00～21:00 500円 ３８－０６１１
③不知火ホテル 10:00～19:00 400円 ３８－０４１４
④ひらやホテル 10:00～21:00 500円 ３８－００１５
⑤柳屋旅館
16:00～20:00 400円 ３８－０１２５
⑥ばんぺい湯（２Ｆ大浴場のみ）
10:00～22:00 520円 ３８－０６１７

スタジオの中央がゴリけん

10

カにしないで』、Ｃ『ちゃんとやれ

・

ひょうたんの力作に感動
３月

日「肥後ひょ
うたん愛好会」
展がゆめ倉庫
で開催され、
玉名、熊本、
名の作品

八代などから
約

が展示されま

緊張気味の11名の新入生

池田さんは、７年前に全国大会で総理大臣 や感動が長く残っていくことを願って
賞を受賞し、その作品は、秋篠宮家に献上さ います。」と言葉を贈られました。
そこで、展示ケース（下の写真）を

「すごいね！」見入る親子

11 10

の気持ちをもってくださっています。

ラブひなマルシェは、
ばんぺい湯前で10時～16時
八農コラボスイーツ販売等

１年生のみなさんに三つのお願いを
します。

カーネーション風呂

左から、ちくワン、
ちくワシ、ちくワニ

久山さんから送られてきた切
手など。中央の黒枠内の切手
がペニーブラック。右の写真
は実物大に拡大したもの。

28

した。会長は山下町の池田和隆さん。

11

27

１００点ほど

10

女性風呂限定

日奈久温泉
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