
【編集発行】  熊日宮原販売センター

 八代郡氷川町栫１６－３

 ℡　0965‐62‐3868　Fax62－2867

  E-mail　kuma-miya@rainbow.plala.or.jp

【写真提供：東陽支所さま】

プロジェクトの取材を受ける(株)氷川のぎろっちょのメンバー

イオン八代店での果実展示・宣伝会

ミニコミ 【カラー版】
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１月１２日、イオン八代店で「八代地

方果実展示・宣伝会」が行われた。

会場には、前日の品評会で入賞した

「ばんぺいゆ」と「不知火」が並び、多

くの人が購入に訪れた。品評会にお

ける東陽町の入賞者は、次のとおり。

【敬称略】

◎露地ばんぺいゆ部門

金賞：黒田義隆

◎ハウスばんぺいゆ部門

銀賞：前田 聖也、銅賞：黒田義隆

◎ジャンボばんぺいゆ部門

特別賞：前田一喜

◎無加温不知火部門

銀賞：山本俊彦 、銅賞：前田聖也、

山本道治

東陽町農家、好成績！

～八代地方果実品評会～

バードウォッチングしながら⁉
八代小学校駅伝大会

満月を見ながら、ワクワクの農作業♪
「月夜の農業クラブ」参加者募集！！

新・ムーンライト伝説、実験事業スタート

１月２５日、八代小学校駅伝競走大

会が球磨川河川敷で開催され、宮原

小の女子チーム代表として参加した。

大会に向けて、毎朝運動場に出て何

周も走った。

大会では、タスキをつなぎ１人２ｋｍ

の計１０ｋｍを走らないといけなかった。

天気はくもりで寒かったが、みんな半

そで半ズボンで走った。

スタートしてから、ただ走っているだ

けではつまらない。私の唯一の楽し

みは『鳥』。つまり、バードウォッチング

だ！走っている間も楽しみたい！とい

う思いから生まれたのが、このバード

ウォッチング。

みなさんも生き物を探しながら走る

と、楽しい私は思う。結果、私は前を

走っていた選手を１人抜くことができ

た。入賞はできなかったが、楽しみな

がら走れて良かった。

【宮原小６年：佐々木幸恵】

昼間は学校や部活で忙しい子ども達、大人も休みの日はゆっくりしたい。一方で、子

どもは月や星を見るのが大好き！夜に外へ出るとワクワクします。大人も夜の短時間

ならば、ストレス発散になるのでは？そんな発想から始まった「新・ムーンライト伝説～

月夜の農業は、ワクワク感がたまらないよ♪」が、いよいよ３月から始動。子どもから

高齢者まで、月夜の農業クラブ員を募集します。【竹山実李】

★月夜の農業クラブとは？

農業経験に関係なく、氷川町内の

耕作放棄地や休耕地で農作業をや

りたい方ならどなたでも参加できます。

会費は月額個人500円、親子1,000

円とし、種や苗、おやつほか農作業

に必要な経費に充てます。収穫した

農作物はクラブで販売しますが、持

ち帰りも可能です。

また、月にちなんだチームを５つ作

り、大まかな作業日を割り当てます。

【右記参照】

★農作業はいつ行う？

４月から９月までで、満月を含む１

週間の内、３日程度、農作業を行い

ます。作業日はご本人の希望次第で、

１日でも３日でも可能。時間は19:30

～21:00、おやつ休憩有りです。

ちなみに、４～９月の満月は次のと

おりです。４月８日、５月７日、６月６

日、７月５日、８月４日、９月２日。

★農作業の内容は？

３月７日（土）19:30より、参加者が集

まって作戦会議を行い、栽培する作

物を決めて作業日程を決めます。想

定される作業は、種まき、草取り、収

穫、出荷などです。

なお、屋外での作業のため発電機

により照明を確保し、虫対策としてラ

イトの種類や色のほか、超音波機器

などを検討しています。

◆新・ムーンライト伝説
プロジェクト
昨年11月、内閣官房

まち・ひと・しごと創生本
部事務局及び内閣府
地方創生推進事務局
の 主 催 で 行 わ れ た
「SDGｓまちづくりアイ
ディアコンテスト」で、㈱
氷川のぎろっちょが最
優秀賞を受賞したプロ
ジェクト。
２月２３日に、受賞記

念フォーラムを開催する
（裏面参照）。

●農作業を行う５つのチーム

たぬきチーム

小中高生の男子及び、

保護者のチーム。農地

を走り回らないでね♪

うさぎチーム

小中高生の女子及び、

保護者のチーム。根気

強く、頑張ろう♪

オオカミ男チーム

独身男性のチーム。女

性は、貴方のアプロー

チを待ってますよ♪

かぐや姫チーム

独身女性のチーム。月

ばかり見ないで、男性

も見て下さいね♪

月光仮面チーム

正義の味方として、４

チームのサポ―トなど

をお願いいたします♪

★参加申込み

２月２９日（土）までに、宮原販売セ

ンターへ電話やメールにて申込み下

さい。連絡先は、ミニコミ紙のタイトル

下を参照。参加者全員に、所属チー

ムの缶バッヂをプレゼントします。

◆「いずみの宝」

満喫体験

In Winter

・日時：２月１８日（火）

10～15時

・内容：氷川ダムの施設見学、ふれあ

いセンターいずみでの冬御膳の昼食、

ニオイヒバ収穫体験、ジビエ処理加

工場見学、土生子宝お堂の参拝など

・対象：各自で移動ができる人

※飲み物やスニーカー・タオル

など各自で準備

・定員：申込み順で２０人

・費用：１，２００円

・集合場所：氷川ダム管理事務所

・募集期限：２月１２日（水）

【問合せ先】泉支所地域振興課（泉町

観光協会事務局）67-2111

☆フルサト電材販売ひなまつり
（県道鏡・宮原線沿い）

・期間：２/１０（月）～３/１５（日）

・時間：１０時～１６時

甘酒・桜茶のおもてなし

※九電八代営業所にも貸与し、

２/２５（火）～３/１３（金）展示。

◆「隠れ里 映画祭」

・日時：３月６日（金）～８日（日）

開場～12:45 上映：13:30

・場所：ふれあいセンターいずみ

・上映作品

３月６日：しあわせの隠れ場所

３月７日：酔拳Ⅱ

３月８日・オーシャンズ11

・定員：４５人、先着順で入場無料

☆特別イベント

・県天然記念物「久連子鶏」の鑑賞会

・釈迦院饅頭プレゼント（鑑賞者のみ

先着45人）

・むかしの農機具・写真パネル展示

・ぜんざい無料提供（先着50人、７・８

日のみ12：0０～）

【問合せ先】泉支所地域振興課（泉町

観光協会事務局）67-2111

テレビなんか見てないで、おでかけしましょう(^^)v



写真左：ビンゴゲーム 　

　

写真上：持ち寄り食事会

水辺のイベントを検討する４期生

ファーストペンギンになる⑪
SDGｓフォーラムへ向けて、追い込み中

いわっちょの面白写真
～福沢歌吉さん？の紙幣がおもしろい～

昨年、人から紹介された埼玉県のまちづくりに熱心なとあ

る自治体職員。初めての

カラオケ居酒屋で、採

点カラオケでゾロ目点

数が出て紙幣を受領。

５曲タダで歌える？

連

載

◆夜空の星と人間は遠縁

私たちがいる宇宙は、１４０億年ほど

前に生まれた。原子以下の小ささで、

あらゆる物質が詰まった、とてつもなく

熱い粒から始まり、膨張を続けた結果、

今の状態に至っている。これがビッグ

バン理論なわけだが、面白いのは、

宇宙はその誕生から現在に至るまで、

物質的にプラスマイナス・ゼロのシス

テムであるということだ。

宇宙とは言い換えれば森羅万象で

あるから、全ての事象がその中で生起

し、物質やエネルギーは循環している。

よく言われるように、遠くの星々を形

作っているのと同じ物質が、私たち人

間の体をも形作っているのである。

◆ちっぽけな存在、複雑な心

一人の人間などちっぽけ存在で、物

質の量的に見れば、全宇宙と比して

もはや「無」に等しい。そんな「無」に

【人生のまくら話⑨～鈴嶋克太】
星空を眺めながら考えたこと

２月２３日開催の「SDGｓフォーラム」へ向けて、まちの課題解決・探究コー

スは全員が気合い十分。特に４期生は大きな舞台でのデビュー戦、１期生は

プロジェクト２本の検討、そしてパネルディスカッションにもチャレンジする♪

今回は、ややぶっ飛んだ話で、科

学的に不正確な箇所があるかもし

れないことを先にお断りしておく。昨

年、授業で宇宙の歴史を勉強したつ

いでに考えていたことで、人間の頭

の中というか、精神活動の神秘をど

うしても書いてみたいのである。

手作り料理とビンゴ大会で新年会～子ども記者クラブ・第１０期生募集中～

◆６４人が活動中

熊日宮原販売センター子ども記者クラブは、

子どもの人材育成と地域の教育力アップ等

を目指し、平成２３年３月に発足しました。

昨年１０月の秋入学をした小３生を含め、現

在６４人が所属。学校や学年を超えた縦や横

のつながりを大切にしながら、学習会やイベ

ントへの参加のほか、記事の寄稿を行ってい

ます。

◆できる時に、できる範囲で活動

部活動や習い事等で子ども記者の活動と

重なり、参加できなくなっても大丈夫です。参

加できるときに活動するのが、本クラブの基

本です。

記事書きや取材のやり方については年２回

学習会を開催するほか、スタッフや上級生が

サポートします。また、コミュニケーション力を

高めるために、大学生との交流プログラムや

イベントへの参加により、多様な人や世代と

関わることに力を入れています。

◆県外研修は関西へ

今年で９回目となる県外研修は、大胆な行

政改革を行った兵庫県芦屋市役所、大河ド

ラマ「麒麟が来る」で賑わう福知山市及び、

地域連携活動が活発な福知山大学と龍谷大

学などを２泊３日で訪問します。

◆募集概要

・対象者：新小４生～新高３生

*氷川町や八代市以外も可

・申込先：宮原販売センターへ申込書を提出

・申込期限：２月２９日（土）

・その他：年会費は不要で、入学式は

３月９日（土）17:30～19:00

◆第１０期の活動予定

〇３月：入学式・夕食会ほか

〇４月：記事・作文の書き方学習会、県外研

修生募集（小５～中２、兵庫・京都２泊３日）

〇５月：農作業体験

〇６月：小論文の書き方学習会（小５以上）

〇７月：県外研修事前学習会・県外研修

〇８月：県外研修事後学習会・報告会、大学

生との交流会、県内研修（西原村ほか）

〇１０月：小３生秋入学式・お菓子の家作り

〇１１月：記事の書き方学習会

〇１２月：わらしべ市での対面販売

〇１月：新年会・学習会ほか

１月２５日、氷川町公民館で

子ども記者クラブの新年会があ

り、１８人が参加した。

まず最初に子ども記者クラブ

統括の岩本さんから「日本の将

来や大学入試改革」、竹山先

輩から「新・ムーンライト伝説プ

ロジェクトとSDGｓフォーラム」の

話があった。

その後、全員が１人で１品５人

分を作ってきたおかずを並べ、

食事会を行った。卵焼きや唐

揚げ、いなり寿司やサンドイッ

チに加え、ケーキなどのスイー

ツも♪

最後は、みんなが楽しみにし

ていた恒例のビンゴ大会。中高

生３人でゲームを進行したが、

今年は袋菓子に付けて引く

ゲームも用意し、例年より盛り

上がった。後輩たちの笑顔が

見たかったので、面接試験前

夜の準備もなんのその(笑)

早く当たった小学生は、早速

紙袋を開けて何が入っている

のか？ワクワクしながら覗き込

み、みんなに見せていた。来年

も私が袋詰めをして、みんなの

笑顔を見たい。

【宇土鶴城中３年：堀川桃子】

近い人間が、今や驚くほど複雑な脳を

持ち、人間自身が生まれたところであ

る星空を眺めてあれこれと考え、宇宙

の大部分を理解するに至っている。

それ以外にも、人間はいろいろな知

的で創造的な活動をしている。絵を画

いたり、空想で物語を書いたり、哲学

をしたり、音楽をしたり。或は、社会を

作って政治を行ったり、人と交流して、

喜んだり、喧嘩したり、悲しんだり。

◆人生いろいろ、全部良し！！！

高々２４年の人生で言うのもなんだ

が、人生悲喜こもごも、世の中にはい

ろんな良いこと悪いことがあって、将来

に不安を抱くことも多い。しかし、元を

たどれば単なる非生物的物質でしか

なく、全宇宙から見ればチリのような人

間。

そんな我々がどういった訳か意識を

持ち、このような多彩な精神的活動を

営んでいる。如何に奇跡的ですばらし

いこと、有り難いことであろうか。

こう考えると、多少嫌なことや面倒な

問題にぶち当たっても、「嬉しい！」と

思えてくるものだ。今回は、そのことを

一生懸命伝えようとして筆を執った。

１．日 時：2月23日（日）9:30～11:50

２．場 所：熊本県立劇場大会議室

３．内 容：３部構成

・第１部：地方創生・SDGsの概要説明

田中由紀氏（内閣官房まち・ひ

と・しごと創生本部事務局次長）

・第２部：まちの課題解決・探究コースの

活動報告（1～4期生）

・第３部：パネルディスカッション

テーマ：「SDGsを使いこなす」企業が勝

ち抜く、「SDGsに参加する」高

校生が入試に勝つ

パネラー

・田中由紀氏（ 前 同 ）

・根岸裕孝氏（宮崎大学副学部長）

・西 泰弘氏（鎮西高校教頭補佐）

・竹山実李（㈱ぎろ社長）

・堀川桃子（㈱ぎろ地域づくり部長）

コーディネーター

・岩本 剛（東洋大学非常勤講師）

４．参加費：無料

５．申込み：宮原販売センター（要予約）

現在、まちの課題解決・探究コース

は、１・３・４期生が毎週土曜日、２期

生が隔週の木曜日に定例学習会を

行っている。昨年秋からはメディアの

取材が続き、活動が停滞していたが、

新年度からの事業実施に向けて、ラ

ストスパートという状況である。

フォーラムでは第２部で３０分の活

動報告を行い、１～４期生が現在取

り組んでいる内容に加え、学びを通

じての感想なども発表する。

なお、発表のテーマは次のとおり。

【１期生】

まちの課題解決・探究コースの概要、

まちづくり人材育成塾プロジェクト、

新・ムーンライト伝説プロジェクト

【２期生】

鳥獣被害の現状とジビエ料理

【３期生】

国道３号の歩道整備と賑わい創出

【４期生】

水路調査のまとめと水辺のイベント


