日奈久ニュース

おが
まち
春を呼ぶ「ひなぐ雛祭り」に向けた
日奈久竹灯籠づくり進む
主管イベント部会）

時まで点灯されます。（雨天中止）

（主催日奈久住民自治会
２月 日（土）から始まったひな

ぐ雛 祭り 。 ３ 月 ２日 （ 水 ） ・ ３ 日

（ 木 ） の「 竹灯り 」 に 向け て、 竹

灯籠の製作が始まっています。
塩南町の広場に集まった実行委員

が、二見の濱田郁朗氏から届けてい

ただいた竹の節を抜いたり、焼いて

油抜きをしたり、短く切断したりす

る作業に取り組みました。 日には、

竹灯りを彩る葉っぱや花びらになる

紙も切りました。
３月２日（水）の午後には、いこ

いの広場（国道３号線沿い）に設置

（１月末現在）

五木村・山江村・水上村が連携し、令和２年７
月に発生した豪雨災害を忘れないために復興を
目的として開催されます。また、大会を通じて
自然への理解を深め、自然を敬う精神を養うと
共に、地域と関係者がふれあい地域の魅力を広
く発信して、交流人口の増加と地域活性化に寄
与することを目的としています」（大会趣旨）
◆主催 八代市・五木村・山江村・水上村
◆主管 球磨川リバイバルトレイル実行委員会
◆開催日 ３月４日（金）～３月６日（日）
◆コース
①球磨川コース １６８キロメートル
水上村高城公園～日奈久ドリームランド

時の

水上村を３月５日午前４時にスタート。日

シー・湯・遊（参加予定者２６８名）
奈久には、３月６日午前０時から午後
間にゴールとなります。

五木村高野体育館～日奈久ドリーム
ランド シー・湯・遊（参加予定者
五木村を３月５日午前 時 分に

２５８名）

スタート。日奈久には、３月５日午後９時から３
月６日の午前 時の間にゴールとなります。

◆その他（日奈久地区へのお願い事項）
６００食（シー・湯・遊にて）

○ふるまい食の提供
○ばんぺい湯入浴
３月５日～３月６日終日（シー・湯・遊から臨
時シャトルバス運行）、一般利用者との仕切り作
成
○宿泊 ６つの旅館・ホテルが対応
○ゆめ倉庫への大会本部設置
３月４日午後１時～３月７日正午
○県内はもとより日本全国から参加されます。新
型コロナ感染拡大防止の対応を十分取った上で開

て三国 一と賞賛 され、 二千石に 加増

秀吉の 命令によ り佐敷 城代 加藤 重

抱えられました。

梅北の首級を上げた 首
(を切った）こ
とで一 躍有名に なり、 加藤家に 召し

着いたばかりで事件に遭遇しました。

かりま せんが、 ご子孫 は現在病 院を

※本稿は、山下町の光本照夫さんが、

周年プレイベント

肥薩おれんじ鉄道

ひかりのえきしゃめぐり

催される予定です。

梅北一揆とは、天正 年 (1592)
６
月、薩摩の島津家家臣梅北国兼によっ

されました。 最近、 二見の東 山に供

坂井善左衛門 は秀吉、 清正に よっ

て芦北の 佐敷城が 乗っ 取ら れた事 件

養塔が発見されました。
城代 加藤重次 の実弟 で浪 人中 の井

へ届けられました。
次は家臣 の坂井善 左衛門、 安田弥 右
市の統計調査員は研修を受け、調 衛門、 井上彦左衛門を残して加藤清

井上 彦左衛門 は日奈 久に 五百 石の

上弥一 郎は、 母親を連 れて三日 前に

査用紙の配付・説明と回収を行いま 正に従って朝鮮出兵しました。梅北
す。町田氏は、中西町・上西町・中 はその留守を突いて、朝鮮出兵に向

領地を 与えられ 、 老後 も日奈久 で隠

日奈久に 居ました 。 早馬の 連絡で 知

経営されているそうです。
留守を預 かる安田 弥右衛 門は 無勢 な

市立博物館の資 料「 坂 井軍記」 をも
ました。

とに執 筆された もので、 一部補 稿し

ため城を 明け渡し ました。 緊迫し た

を変装し て駆けつ けたと のこ とで す。

り、 梅北の手が 回っ てい ない海岸 線

の八代城 麦島城 も攻撃させました。 山に墓があるとされています。
(
)
その日、坂井善左衛門は所用のため
弥一 郎か彦左 衛門の どち らか は分

しるし

かう途中 、 農民を 味方に引 き込み 佐

町を担当してこられました。

居し、 老死し ています 。 日奈 久の東

ています。

秀吉の支 配に対す る反発 とも いわ れ

です。 秀吉の朝鮮 出兵への 反発と も

揆は三日で崩壊しました。

て梅北 の首を討 ち取り城 を奪回、 一

を酒宴 に誘い油 断させ、 すきに 乗じ

②川辺川コース １０２キロメートル

日奈久歴史散歩

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 1,118人
女 1,356人
計 2,474人
(前月比－2人)
(2009年末3,444人)

「球磨川リバイバルトレイル」は、「八代市・

日奈久の人口

佐敷城 を乗っ 取 られた三 人は梅 北

様子が伝わります。

30

日奈久住民自治会

梅北一揆と日奈久

「球磨川リバイバルトレイル」開催について

令和４年３月号
（第１５１号）
発行者

敷城を攻 めました 。 また小 西行長 領

が、コロナ禍により２月２日に自宅

～球磨川豪雨災害復興プロジェクト～

日奈久温泉駅では、「ひかりのえ
きしゃめぐり」が開催され、ライト
アップが行われることになりました。
２月 日 金
( か
)ら 日 月
( ま
)でで
す。これは、肥薩おれんじ鉄道が２
０２４年に 周年を迎えるに当たっ
て、プレイベントとして実施される
ものです。八代駅から湯浦駅までの
各駅で実施されます。可愛いくまモ

住民自治会運営委から

２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

・各町内の資源回収場所には、回収

日の看板が設置されます。他の地域

からの持ち込みがあり、しかも決まっ

た回収の方法が守られておらずに、

困っています。

○企画イベント部会

・竹灯りの準備や設置について応援

できる方をお待ちしています。

○事務局

・令和４年分のＪＲＡ寄付物品対象

町内は、山下町が追加されました。

住民自治会では、イベントで使うち

くわ焼きの器具をお願いすることに

しました。

ンの行燈や影絵などが見られます。

「あかりの社会実験」

好評につき延長

１月末までの予定で実施されていた

「日奈久あかりプロジェクト」が、好

評につき期間が延長されることになり

ました。期間は未定ですが、「２ヶ月

の社会実験では、勿体ない」との声が

上がっての延長です。まだ見ていない

知り合いの方々にも教えてください。

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

2日(水)～3日(木)ひなぐ竹
灯り16時～いこいの広場
4日(金)日奈久中卒業式
6日(日)ひなぐ雛祭り終了
11日(金)日奈久中2年立志式
21日(月) 春分の日
24日(木)日奈久小卒業式

15

11

＜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

乗客を迎える軒下の
くまモンの行燈

作業を行い、２日・３日の 時～

査 や
)商業動態統計調査など４つの
調査を担当してこられました。その
功績に対し、金子恭之総務大臣から
表彰されたものです。
本来は、１月 日に、熊本県庁で
賞状と銀杯を持った町田謙二氏

28

昨年の竹灯り

10

20

20

総務大臣より

統計功労者表彰

町田謙二氏 （上西町）

員として、 年以上にわたり国勢調

町田謙二氏は、八代市の統計調査

21

式において、表彰される予定でした

18

10

10

18

３月の行事から
天井に映し出されたくまモン

短く切断する作業

の令和３年度熊本県統計功労者表彰

26

20

12

査の他に、農林業センサス 実
(態調

20

竹の節抜き作業
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１

２月 日（土）から３月６日（日）ま
で開催の第 回ひなぐ雛祭りの目玉は、
昨年から登場の「くまモン雛」です。
月下旬から校区内 体のくまモンが、お
雛様に変身しています。
これは、日奈久校区婦人会のメンバー
が、着物の生地や帯などを集め、創意工
夫をこらして飾り付けをしているもので
す。お雛様やお内裏様に変身し、いつも
以上に愛くるしい姿を見せてくれていま

県内

す。
「うーんこの生地が良かね。
それに会わせるなら、こっちよ

りそっちの生地が模様も合って
いて良かよ」と意見が出てきま
す。「誰か裾を縫えるかなあ」
と言えば、「そんなのは、私が
ちゃちゃっと縫うてやるよ」と
返ってきます。見事なチームワー
クで、くまモンの衣装が決まっ
ていきました。
このように、昨年からコロナ

県高校文化連盟２０２１年度

白百合学園１年）の「成長」が、最優

後期写真コンテスト最優秀賞受賞
校から８２５点の応募の中か

秀賞（朝日新聞社賞）に選ばれました。

禍でイベントが中止になる中、どう

代屋」各旅館などには、雛人形が展示さ

査員により試食し、 審査をされました。

の応募があり、選出された６点が６人の審

「ちくわアート部門」には、 点の応募が

れています。

日に亡くなった祖父の

ストで優良賞を受賞したときは、大変

と力強く話してくれました。これから

す。ゆっくり雛人形巡りをして日奈久の

雛祭りにちなんだ俳句が展示されていま

た。また、「飲食店等部門」には、５点が

あり、その中の６点について審査されまし

【作者】

◆「おそとちくわ部門」 misamon_san

次の作品です。 【部門】

審査されました。各部門のグランプリは、

日（ 日 ） に日奈 久ゆめ倉 庫で 開

「 お そとち くわ 部門 」 には 、 １ １４ 点

を使ったメニューも審査されました。

地元の飲食店やホテル等が考案したちくわ

更に、 「 飲食 店等部 門」 が 設けら れ、

ニューを審査する部門です。

た、作るのも見るのも楽しくなるちくわメ

「ちくわアート部門」は、ちくわを使っ

査する部門です。

べ歩きに ぴっ たり なち くわ メニ ュ ー を 審

サラ ダと なるよ うな ちく わを 使っ た 、 食

「おそとちくわ部門」は、第二のちくわ

でした。

「 ちく わアー ト 部門」 「 飲食 店等部 門」

審査部 門は 、 「 お そと ちく わ部門 」 と

催され、 You Tube
（ユー チュ ー ブ） に
よるオンライン配信で開催されました。

２月

コンテストが、開催されました。

であ る「 ちく わ」 を活 用し たレ シピ 開 発

してもらうため、日奈久地区の名物の一つ

いを創出し、訪れてみたい場所として認識

奈久地区も例外でなく、日奈久地区に賑わ

経済に大きく影を落としています。この日

近年、新型コロナウイルスの影響が地域

主催：県南広域本部総務部振興課

ちく １
-グランプリ開催

日奈久ちくわ新商品開発選手権

「八代屋」の雛人形

春を感じてみませんか。

くまモン雛や雛人形の展示箇所には、

にか盛り上げられないかと創意工夫
されてきました。
また、例年通り「おりや」や「八

月

できあがった温泉駅のくまモン雛

実は、

歳）は、 趣
味が写真で、４年前には金波楼で写真

横田誠一郎さん（熊本市

コン テス ト で 最優 秀 賞を 獲 得 した

展も開催されました

喜ばれました。「今回の最優秀賞をお

横田さんは、夢生さんが前期コンテ

今 回の 山下 さん の作 品「 成長 」

じいちゃんには言えなかったけど、きっ

冠です。
は、従兄弟の翔君（小１）と 隼 君

はやと

（ ４歳 ） が 背比 べを して いる のを

と天国で喜んでいてくれると思います。
これからは、おじいちゃんの分まで楽

歳）

曾祖母の山 下アヤ子 さん（

が、 優 しく 手を さし のべ て い る風
「 ひ 孫の 成長 を楽 しみ に し てい

も家族を思う優しく温かいメッセージ

しんで、家族の写真を撮っていきたい」
るひ いお ばあ ちゃ ん の気 持 ち が伝

の込められた写真を撮り続けてくれる

景です。

われ ばと 思っ て 撮りま した 」 と夢

ことでしょう。
喜んでくれました。何とこの日奈久の

今回の受賞は、濵田理恵さんも大変

生さ ん。 自 宅に 子ど もた ち の 身長
生か した 写真 を撮 り たい と 思っ て

二人は、７月には熊本県代表として、

が書 かれ てい る柱 が あり 、 こ れを
いま した 。 撮影 時は、 家 族み んな

東京に行くことになっています。これ
からも二人の活躍に期待しましょう。

が集 まり 、 楽し く撮 影で き た との
ことです。

◆「ちくわアート部門」 ai036925

◆「飲食店等部門」 不知火ホテル

どの作品も甲乙付けがたい素晴らしい物

でした。６人の審査員とネットでの投票で

決まりました。今後商品化されることでしょ

う。特に飲食店等部門の５作品は、それぞ
れの店やホテル
で提供されるそ
うです。審査員
の一人のゴリけ
んさんの「ひな
」 （ ひな
good
ぐー）の声が度々
登場した審査会
でした。

審査風景（ゴリけんさんはリモート出演）

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

1

栄冠再び 山下夢生（いぶき）さん（大坪町）

くまモン雛と一緒に婦人会のメンバー

40

作品名「ゆた～っと日奈久ちくわ」
日奈久ちくわのふわふわ感、エ
ビのぷりっと感、アリゴポテトの
なめらかな食感、衣のさくさく感
といろんな食感も楽しめます。

作品名「ちくわドーナツ」
ちくわに可愛くデコレーション
しました。まるでドーナツのよう
ですが、甘くないのでおつまみ、
お弁当にも。

作品名「ちくあんドーナツ」
甘いあんことちくわのしょっ
ぱさ、衣のさくさく感を楽しん
でください。

いこいの広場のくまモン
山下夢生さん

19

ら、大坪町在住の山下夢生さん（八代

22

濵田 理恵 さん （ 大坪町 ） に続 く栄

月 号でお知 らせ した 前期 写真

くまモン雛と雛飾りでお出迎え

13

最優秀賞（朝日新聞社賞）の「成長」

70

今年も彩り鮮やかに
89

20

11

12

衣装を考える婦人会の皆さん

12

29
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