日奈久ニュース

おが
まち

日奈久の活性化のために ボランティア募集

います。
【ボランティア募集】
◆主なボランティア内容
・ライト等の設置作業

す。

所であかりを使った演出が行われま
・ 月 日（金）と 日（土）

◆日時

「日奈久温泉 あかりの社会実験」開始

月

「日奈久あかりの観光拠点再生プ

ロジェクト」の住民説明会が、

会議室で開催されました。講師は、
③竹林のライトアップ演出

②温泉神社ライトアップ

◆申込み及び問い合わせ

◆集合場所 日奈久ゆめ倉庫

・午後の部

・午前の部 ９時スタート

９時～ 時 分

（株）ＬＥＭ空間工房代表の長町志
④温泉神社参道を提灯もしくは行灯
・魅力研究所 中村氏まで

①温泉神社桟敷のライトアップ演出

穂氏でした。この事業には、観光庁
による誘導

日（金）に日奈久コミセン３階大

日奈久の人口

⑤なまこ壁ライトアップ

とお客様が来られて、今いるみんな
る誘導

⑥金波楼周辺の行灯による散策によ

将来のイメージとして【今よりもっ

の予算が付いています。

が、快適に暮らしていける温泉街】
この取組には、肥薩おれんじ鉄道

⑦港のデッキ照明
もナイトトレインなどで、参加する

月

１日から１月末までの期間で計画さ

が掲げられています。期間は、

れています。日奈久温泉は、「風呂」
そうです。

備のためのボランティアを募集して

準備が次の日程で行われます。準

の理解と協力が不可欠です。

なおこの取組には、地域の皆さん

「絵になる場所」「そぞろ歩き」の
３つのポイントについて、「夜景」
を利用して「個性の磨き上げ」と
「情報発信」の強化を図る取組です。
今回は、第１弾として、次の７ヶ

おめでとうございます
令和３年度環境美化推進善行者表彰

して、木森雄治さん（大坪町）と濱

令和３年度環境美化推進善行者と

所横の落ち葉の回収や家屋解体後の

濱﨑さんは、自宅周辺や消防詰め

草刈りを毎月行ってこられました。

木森雄治さん（
大坪町）
、 濱﨑敏江さん（
下西第１町）

月

清掃など町内の美化に貢献されてき

30

時スタート 時 分

０９０ ９
-５９２ ３
-８６９

日奈久歴史散歩 寄稿編

細川公の日奈久温泉外出と
尾藤金左衛門の禄高
山下町の光本照夫さんは大の歴史

「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」

婦人会
「ながらスマホ調査」を実施
交通事故防止に努めましょう
日没が早くなりました。そこで、
○自動車や自転車の点灯を早めにしま
しょう。
○道路を歩く人は、白色の服を着用し
たり、反射材のついた物を身に付けた
りしましょう。
月 日（木）午後４時から１時間、
ばんぺい湯入り口３号線上・下線で、
市内一斉の調査をしました。歩行者・
自転車での「ながらスマホ」の人はい
ませんでした。自動車では、上下線で
人いました。「ながらスマホ」は、

御入浴・・・」（原文意訳）とあり

白銀三枚を下し置かれ、翌日日奈久

其の節焼物差上たところ、喜ばれて

ら拝領した讃岐国の大名でした。し

金左右衛門」によれば、父は秀吉か

八代博物館の資料「悲劇の武将尾藤

きても三千石」と云われた金左衛門、

丸下さんと設置された防犯灯

住民自治会運営委から

月 日 火
( 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

・ 月 日 土
( ８
)時 分から、球
磨川河川敷緑地公園で八代市総合

防災訓練が開催されました。

○生活環境部会

・津森小学校遭難の碑公園に植え

た柘植の木が枯れてしまいました。

今後乾燥に強い木を検討し、市の

配布を依頼し、植樹していきます。

○スポーツ文化部会

・市の校区対抗駅伝は開催予定で

す。元日に行われていた日奈久校

区の町内対抗駅伝は、理事会で開

催するか検討していきます。

○事務局

・肥後銀行日奈久支店の統合後に

ついて、ＡＴＭの設置や移動店舗

等の要望をしていくことになりま

す。

・日奈久小中学校南側の木柱の３

側衆、接待衆」が大変気をもんだよ

年の時は腹痛になったようで、「御

久を訪れた記録があります。寛文

六千石、次が金左衛門三千石、八代

松井家、家老衆に次いで沢田大学が

ちなみに細川家においては一門衆、

前号における県文連盟写真展の

本は、教育委員会が撤去すること
市立博物館や図書館などで調べてお

うです。「筆頭家老の松井興長（八

奉行が約二百石、日奈久奉行は百五

記事において、山下夢生さんのお

これまで戴いた資料の中から、本欄
を補う内容を紹介します。

【お詫びと訂正】

る九電の柱に防犯灯を設置します。

になりました。道路の反対側にあ
られます。本欄も毎回楽しみにして

代城主）さん、あなたがお越しにな

十石ですから、金左衛門はかなりの

おられるそうです。

らなくてはいけない様な事態になら

名前の敬称 さ
(ん が
)記載されてお
りませんでした。
書が残っています。

また、絵手紙・俳画の記事で、

まつえい

※尾藤金左衛門について末裔（子

特選の五嶋様は山都町、入選の山

ちっきょ

孫）や蟄居場所などご存じの方は日

本様は八代市でした。

藩主細川忠利公から馬越で蟄居

（謹慎）を命じられた尾藤金左衛門

奈久コミセンまでお知らせください。

お詫びして訂正致します。

についての補足。蟄居中でも三千石
の禄（給与）をもらって「寝ても起

（広告欄）

子 ども 達の 安全 を守 るため に役 立 っ

て くれ るこ とを 願っ ていま す。 こ れ

か らも 防犯 灯の 設置 のため にが ん ば

り たい と思 いま す」 と笑顔 で話 さ れ

ます。（中原文敬著「日奈久歴史」）

かし九州攻めのミスにより切腹。そ

防犯灯

ました。

博物館の松井文庫調査報告書によ
年（１６７１）

の後金左衛門は福島正則、森忠政の

ると、寛文

歳、

かったので、ＬＥＤ形にしました。

置されました。「以前の防犯灯は暗

通称４メートル道路（山下町）に設

新田町・山下町の子ども達の通学路

の寄付を頂きましたので、大坪町・

今回は、ＬＥＤ形街路防犯灯１灯

学校に寄付金を送られました。

本町を訪問し、八竜小学校と坂本中

ました。前回は、豪雨で被災した坂

校や卓球愛好会などに寄付されてき

缶を分別収集して得た売上金を小学

下町の資源回収集積所に出たアルミ

山下町の丸下鉄夫さんは、主に山

丸下鉄夫さん（
山下町）

ＬＥＤ形街路防犯灯寄付

通学路に

しょう。

険です。交通事故防止に努めま

厳罰化されています。何より危

＜住民自治会関係会議等＞
13日(月)市政協力員例会
15日(水)運営委員会
16日(木)広報部会

高給だったといえます。

肥後藩主細川綱利公は日奈久温泉
を藩営浴場として造り、その後少な

歳。上野

くとも３度日奈久に入湯したことが
分かりました。
寛文９年（１６６９）

家の文献に、「高田茶屋に御一泊、

38-2390

日奈久コミュニティセンター

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。 住民自治会への問合せも

17

1日(水)あかりの社会実験
開始
24日(金)小中学校終業式

あと細川藩に召し抱えられ三千石の

30

（１０月末現在）

27

なくて良かったですね」という古文

歳の天和元年（１６８１）に日奈

11

13

12月の行事から

ＶＩＰ待遇の禄が与えられました。

16

20

21

日奈久住民自治会

愛好家。日奈久の歴史について八代

29

﨑敏江さん（下西第１町）が、
日（木）にエコエイトやつしろ２

ました。普段から町内の清掃や除草
など、日頃の習慣として永年自主的
に環境美化活動を行って来られたこ
とに対する表彰です。
木森さんは、

特別な事はしていま
｢
せん。家の周りの草取りをしていま
す。畦道の雑木を伐採して散歩道の
保全に努めています。町内の人も喜
んで散歩しています

と話されました。
｣
受賞本当におめでとう御座いまし

た。日奈久校区の皆様も、環境美化
推進にご理解と協力をお願いします。

「ながらスマホ調査」をする
婦人会の皆さん
11

階多目的ホールにて中村博生八代市

長から表彰されました。
木森さんは、約６年間にわたり、

町内の田畑放棄地の畦や道路周辺の

受賞した木森さん（右）と濱崎さん

11

11
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男 1115人
女 1357人
計 2472人
(前月比-９人)
(2009年末3444人)

説明する長町志穂氏
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令和３年１２月号
（第１４８号）
発行者

11

第１４８号
１２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

の御霊の冥福を祈り、命について考える日
月５日は、「津森小学校遭難の日」です

てきてくれます」と微笑まれました。

覚えてはいませんが、毎年車で連れ

広がっていました。日奈久小学校教
手に抱えられた花束を飾り、お供え

月５日 （金 ）は 、青 空が

頭の宇田津先生から、子どもたちが
物を揃えられました。

今年 の

作った千羽鶴を「津森小学校遭難の
碑公園」に届けるとの連絡が入りま
したので、予定より早く公園のベン
チで待機していました。
すると、軽乗用車が一台来て、中
から年輩の人が４人降りてこられま
した。「津森から来られたのですか」
との質問に、「はい、上村節子の家
族の者です」との答でした。記念碑
を見ると、犠牲者の児童の２番目に
その名前がありました。「私が姉で 、
当時中学校２年生でした。弟は、ま
だ産まれて二ヶ月でしたので、何も

そこに日奈久小学校教頭の宇田津
先生が、折り鶴と花束を抱えて来ら

38-2390

◆ガストロノミーポイント

①親水緑地

お
(もてなし内容 )
ト
(マトのサラダ )
青
(のりのみそ汁 )

②旧若竹保育園

③日奈久温泉駅
太
(刀魚の一夜干し・
ほうれん草のおひたし・ワインか焼酎）

④ばんぺい湯前
ち
(くわ食べ比べ・湯豆
腐の味噌だれ・ ビールか缶酎ハイ）

⑤いこいの広場

ちくわ焼き体験 )
(
（熊本ラーメン・た

こ飯おにぎり・コハダ寿司・焼酎飲み

⑥温泉神社桟敷席

晩
(白柚・イチゴのス

詳しくは、日奈久温泉駅、日奈久コミ

セン、日奈久ゆめ倉庫に置いてあるパン

フレットをご覧ください。

（広告欄）

ており、地元の特産品や農産・海産物に
地酒など、地域住民や各施設がおもてな
しをいたします。この事業は、八代市ヘ
ルスツーリズム事業の一環で、約 7.5
キ
ロメートルをゆっくりウォーキングしま
す。
９時～ 時

◆日時 令和４年１月 日 土
( )
◆集合場所
日奈久ドリームランド
「シー・湯・遊」
スタート・ゴール

比べ )
⑦日奈久ゆめ倉庫
中学生以上 ３５００円

◆参加費
中学生以下 ２０００円

ＯＮＳＥＮ・ガストロノミーウォーキ
ングとは、日本の魅力ある温泉地を拠点

プ、ＡＮＡパイロット＆ＣＡ制服着付け

ました。この記録への挑戦が、仕事の

イーツ )
【特別企画】当日は、日奈久ライトアッ

にして、その地域特有の「食」「自然」

幼児

体験（子どものみ）、日奈久マルシェな

無料

「文化・歴史」すべてをウォーキングに

※参加費には、飲食・日奈久周遊パス
ポート、傷害保険を含みます。
※幼児への料理等の提供はありません。
◆参加資格
８キロメートル程度の距離を歩ける人
◆定員 １５０名

励みにもなり、陸上へのモチベーショ

どが開催されます。

よって、一度に「体感」できる新たなツー
リズムです。
日奈久温泉の場合、「めぐる」「たべ
る」「つかる」をテーマに、日奈久温泉
街を満喫します。１キロメートルごとに
「ガストロノミーポイント」が設置され

れは跳躍に繋がるものです。砂場がな

上野浩之さん（東町）

２０２０年度日本マスターズ陸上
全国ランキング４位
東町在住の上野浩之さん（ 歳）は、
２０２０年度（当時 歳）日本マスター
ズ陸上競技、Ｍ （ 歳～ 歳の部）
の走り幅跳びと三段跳びにおいて全国
ランキング４位となりました。この記
録は、日本陸連が公認した大会の中で
の記録のみになります。上位は、ほと
んど 歳の選手ということから考えて

の分大会が練習兼本番となるそうです。

いので、跳躍の練習はできません。そ
年齢が上がるにつれて記録も伸び、こ

も快挙と言って良いでしょう。
上野さんは、中学・高校時代に陸上

の快挙に繋がっています。 歳過ぎて

自分のバネを活かした跳躍種目を中心

ンにも繋がっているそうです。 月

（電話番号）
（立ち寄り湯時間）
（料金等）
0965-３８－０２１３ １０：００～１５：００
大人５００円、子ども３００円
３８－０６１１ １５：３０～２１：００
(土日祝日１２：００～２１：００）
大人５００円、子ども３００円
不知火ホテル
３８－０４１４ １６：００～１９：３０
(土日祝日１０：００～１９：３０）
大人４００円、子ども２００円
ひらやホテル
３８－００１５ １６：００～２１：００
大人４００円、子ども２００円
柳屋旅館
３８－０１２５ １７：００～１９：００
大人４００円、子ども２００円
ホテル潮青閣
３８－３３００ １２：３０～２２：００
大人５００円、子ども３００円
浜膳旅館(家族風呂)
３８－０１０３ １０：００～２２：００
平日６０分 ２０００円～
温泉センターばんぺい湯
３８－０６１７ １０：００～２２：００
(２階大浴場、３階家族風呂)
大人５２０円、子ども３１０円（３歳～小学生＋障がいのある人、７０歳以上）
【宿泊者のみ】鏡屋旅館３８－００２６、新浜旅館３８－０８３８、旅館 宝泉３８－０８２３

(旅館名）
あたらし屋旅館
金波楼(3月末まで)

れました。「毎年全校でこの事故の
ことを学び、命の大切さについて学
んでいます。そして、今年も全校児
童で心を込めて鶴を折ってきました」
と話されました。津森から来られた
人達も、感激しておられました。命

日（月）、前日までの天気

の大切さを語りつないでいきたいも
のです。

月

部に所属し、中長距離に取り組んで来

からが勝負と目標を掲げておられます。

に取り組まれました。それまでも本や

日（日）に開催された宮崎県のマスター
り幅跳び、三段跳びで優勝されたそう

冬の風物詩となりました「日奈久温泉の晩白柚風呂」。種田山頭火も絶
賛した日奈久の「心まであたたまる温泉」と八代特産の「晩白柚」のさわ
やかな香りをお楽しみください。実施期間は施設によって異なります。営
業状況等は、各施設にお問い合わせください。

11

温泉神社

が嘘のよ うな良 い天 気に 恵ま れ、 温
泉神社の 例大祭 が斎 行さ れま した 。

られたそうです。 歳から３年間、陸
上を再開されましたが、本業の陶芸に

「目標を持つこと。諦めずに挑戦す
ること。目標に向かって努力すること

テレビを見て学び、復帰を決めてから

日頃は、日奈久シー・湯・遊で、基

です。今後のご活躍が楽しみです。

ズ大会に参加し、１００メートルと走
本的なダッシュや坂道走などを３日に

してこられたそうです。

は、専門書やＤＶＤを見て独学で研究

陸上を再開されたのは、 歳でした。 が大切だと思います」と力強く語られ

専念して来られました。

打ち込むために、陸上を止めて仕事に

70

11 24

例大祭斎行される

７つの町 内の町 内長 、氏 子代 表が 参
列して神事のみ執り行われました。
今年は 、御鎮 座６ ０２ 年、 今の 場
所に遷座 されて １９ ９年 に当 たり ま
す。
請前の 浜町の 皆さ んが 、一 週間 ほ

64

60

日奈久コミュニティセンター

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。 住民自治会への問合せも

15 22

今年もやります
晩白柚風呂
令和３年１２月１１日(土)～令和４年１月３１日(月)

ＯＮＳＥＮ・ガストロノミーウォーキング in日奈久温泉２０２２
１回の割合でされているそうです。こ

24

ど前に木 々の剪 定や 落ち 葉の 清掃 な
ど取り組 まれ、 境内 はき れい に整 備
されていました。
のりと

小林緑 郎宮司 が、 祝詞 の中 で流 行
病（コロ ナ）の 一日 も早 い終 息を 願

記録表を持った上野さん

令和4年1月22日(土)開催決定
あなたもゆっくり日奈久温泉街を満喫しませんか？
60

全校児童が作った折り鶴を掛ける宇田津先生
うと共に 、日奈 久の 繁栄 を祈 られ ま

65

64

58

15

60

24

11

した。

10

宇田津先生（左）と津森の皆さん
神前にお供えをする献饌の儀
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おがまち日奈久ニュース
日奈久住民自治会広報紙
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