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写真左上：東陽支部男性上位入賞者

新しい鶏舎で過ごす久連子鶏

【写真提供：泉支所さま】

写真左下：宮原支部上位入賞者

写真左中：東陽支部女性上位入賞者

お菓子の家作りって、楽しいね♪

【写真提供：東陽支所さま】講師の清原正彦氏からチェンソー操作を学ぶ参加者

よさこいソーランを披露する東陽小生

我流危険！基本をマスターして安全に
～初心者向けチェンソー講習会～どんごろす

東陽中学校では、雨天のため予定

より一日延期し、９月１３ 日に運動会

が行われた。新型コロナ感染症対策

のため、今年度は小中学校別に規模

を縮小しての開催となった。

生徒たちは徒競走、集団行動、ダン

スなど様々な競技で、精一杯練習の

成果を発揮し、応援の家族から大き

な声援や拍手を浴びていた。

一方、東陽小学校は、９月１９日、新

型コロナウィルスと熱中症対策のため、

東陽スポーツセンターでミニ運動会が

行った。

小学生だけのエール交換や、短期

集中の練習成果を披露したよさこい

ソーランとラタタダンス。チームワーク

を発揮した大玉送りと折り返しリレーを

行い、元気いっぱい・笑顔いっぱいの

思い出に残る運動会となった。

１０月１１日、氷川町立神地区の森

林で、初心者向けチェンソー講習会

があった。里山クラブどんごろすが森

林保全講習の一環として行っている

もので、今年度は９月に続き２回目の

開催。

第２１回目となった講習会には、定

員を超える６人が参加。午前中は、

チェンソーの始動・分解、使い方の基

本。午後からは、切り方や伐倒の基

本などを学んだ。

南阿蘇村から参加した古賀友紀子

氏は、「薪ストーブで使う木をチェー

ンソーで切れるようになりたいと思い

参加した。初心者にも分かるように、

実践しながら丁寧に教えていただい

た」と話していた。

同クラブでは、１週間後の１８日の

午前中にチェーンソー目立て講習会、

午後から要望のあった刈払い機講習

会を開催し、キャンセル待ちがあるほ

ど人気だった。

８月２７日、久連子古代の里で飼育

されていた久連子鶏１０羽が、平家の

里に新設された鶏舎に引っ越した。

これまで久連子鶏の飼育は、主に

久連子地区の住民や古代の里で

行っていたが、今年度より同施設が市

の直営施設に。常駐職員がいないた

め、平家の里で飼育することとなった。

久連子鶏は、漆黒の羽と小さな角状

のトサカと著しい鼻孔の突起が特徴

的で、久連子地区でのみ飼育されて

いた珍しい鶏です。長さが９０cmにな

る黒い尾羽は、久連子古代踊り（国選

択無形民俗文化財）の「シャグマ」と言

われる花笠に使用される。

引っ越し作業は、久連子鶏保存会

の寺川直繁会長や一般社団法人五

家荘地域プロジェクトと泉支所職員が

行い、新鶏舎での飼育が始まった。

久連子鶏が引っ越し
古代の里から平家の里へ

◆道具の使い方と自然愛
チェンソー講習会に参加して、大き

く２つのことを学んだ。

１つ目は、使う道具の仕組みを正

しく知り、伐採においても効率のよい

倒し方を行うことの大切さである。これ

まで職場では独学で使っており、間

違った操作をしていた。

また、理にかなった樹木への切り込

みの手順も、無駄を出さない工夫で

あること教えていただき 、目から鱗

だった。

２つ目は、講師の清原さんの樹木

を大切にする自然愛の心。長い時間

を経て生長してきた自然に感謝をし、

丁寧に扱う姿が見られた。

現在、睦合小学校に勤務している

が、今回の貴重な体験や学びを生か

し、学校の樹木剪定や子どもへの自

然愛への指導に活かしていきたい。

大丸廣幸（玉名市）

１０月１０日、子ども記者クラブの秋

入学式を氷川町まちづくり情報銀行

で行い、２組の親子が参加した。

クラブの概要説明後、腕章やノート

を渡し、先輩記者の竹山実李と堀川

桃子が名刺交換のやり方を指導。

後半は、子どもたちが楽しみしてい

たお菓子の家作りで、約２０種類のお

菓子を配付。粉糖を水で溶いたもの

を接着剤として使い、約８０分かけて

お菓子の家を完成させた。

◆工夫する、考えるが大切

楽しみにしていたけど、いざ作るとな

ると、ぜんぜん考えがうかばなかった。

そして、袋からお菓子を出してみたら、

少しずつ考えが出てきた。

壁のビスケットが倒れてしまうので、

マシュマロを支えとして工夫した。

今日学んだことは、工夫する、考え

ること。生活の中でも、使ってみようと

思ったし、本当に参加してよかった。

【田ノ浦小４年：田辺眞子】

◆宝箱のある家

私の家の特徴は、一番上に宝箱を

作り、その中にいろいろなお菓子を

切ってかわいくしたものを入れたこと。

そして宝箱のふたは、スライドにした。

弟は、うまい棒をタイヤにして動く家

を作っていて、すごく感激した。

お菓子の家は見た目も良くて、とっ

てもおいしかった。次は、「わらしべ

市」に参加してみたい。

【宮原小３年：香西未宙】

コロナ禍の運動会
東陽町、小中別に開催

お菓子の家、楽しくできた♪
子ども記者、秋入学プログラム

◆熊日杯第１８回東陽支部ＧＧ大会

９月２９日 、東陽運動公園で男女

パートに分かれて競技を行い、成績は

以下のとおり。

【上位入賞者】（敬称略）

男性～１位：黒木勝治、２位：十時幸

男、３位：畑中孝二、４位：西島義春、

５位：石田清春

女性～１位：坂﨑サナエ、２位：前田マ

サエ、３位：山田ヨシ子、４位：岩本ムツ

エ、５位：本宮和子

◆熊日杯第１７回宮原支部ＧＧ大会

１０月１６日、氷川町桜ヶ丘グラウンド

で行われ、成績は以下のとおり。

【上位入賞者】（敬称略）

１位：村上常義、２位：川島 勉、３位：

南 勲



講演を行う鈴嶋克太さん

　

写真左：里山で小さい秋を探索中、写真右：里山で採取したものでぎろっちょのお絵描き

子ども記者以外の保護者も参加した学習会

子どもにも分かりやすく話す西泰弘氏

ファーストペンギンになる⑲
小さい秋、見つけたよ♪第３回人材育成塾

8/22の講演＠子ども記者学習会の

参加者からの質問について、回答い

たします。

「英語の本を読み終えるのに、かか

る時間は？/英語の本を効率よく読

むコツは？」

英語の本を読むのは、非常に難し

い。英検、TOEIC、大学入試で高得

点が取れるということと、大学で英語

の本を読むということは、難しさの次

元が全く違う。なぜなら、英語で書か

れた教科書・論文は、専門用語のオ

ンパレードで、ある一定の知識がなけ

れば歯が立たないからである。

したがって、留学当初は、辞書を片

手に地道に読むしかなく、「１時間で４

ページしか読めない」なんてことはざ

らにあった。専門外であった生物学や

物理学などは、特に苦労した。

ではどうすれば、英語の本を読める

ようになるのか？辞書を引きまくるの

は勿論だが、もっと大事なのは、「読

解に必要な基礎知識を頭に入れる」

ことである。日本語で読んでも分から

ないような高度な内容を、いきなり英

語で読めるはずがない。

例えば、生物学の教科書を読むに

は、「進化」とは何か、「遺伝子」とは何

かを、知識として知っておかねばなら

日
本
に
戻
り

就
職
活
動
中

【人生のまくら話⑰～鈴嶋克太】
人生レッスンその２

～辛いけど、幸せな海外留学～

ない。このプロセスをしっかり踏めば、

最終的には専門外の文章であっても、

辞書に頼らず日本語と同じくらいの速

さで読めるようになる。しかし、慣れる

までは非常に辛い。

「外国語」という壁だけではない。ア

メリカの大学では、学習課題が毎週た

くさん出る。中学生の１週間で例える

ならば、「読書感想文を２つ書き、各教

科の練習問題は必ず授業前に済ませ、

水曜に国語と数学の小テスト。金曜に

英語のプレゼンと美術の作品提出。そ

して、週明けに中間テスト」といった具

合だ。遊んだりゴロゴロしている暇はな

い。これを毎週繰り返すのだ。

「留学とは、何を学びに行くことなの

か？」

以上のような私自身の経験を踏まえ

れば、留学とは「困難を乗り越えるた

めの自信と習慣」を身に着けに行くこ

とである。もちろん、辛いことばかりで

はない。学ぶことに楽しみを見出せる

ようになったり、勉強を効率よく終わら

せて、空いた時間でクラブ活動に精を

出したりすれば、留学生活は楽しいも

のになる。

辛いけど幸せ(「辛」に横棒を足すと

「幸」になる！)。これが、海外留学だ。

９月２０日から２日間、「小さい秋を見つけ

よう」をテーマに人財育成塾を開催し、氷

川町と芦北町の小学生５人が参加した。こ

の塾は、弊社（氷川のぎろっちょ）の人財育

成部）が本年３月から季節ごとに開催して

いるもので、今回が３回目。

１日目は、氷川町立神地区で極早生み

かんの収穫後、約２ｋｍを散策しながら秋を

感じる植物や木の実を採取。その後、熊日

宮原販売センターに戻り、採取したものを

使って色紙にぎろっちょのお絵描きタイム。

完成後は、参加者が色紙を交換して俳句

を詠んで記し、制作者へ渡した。

２日目は、出あい市場で秋を感じるものを

探し、１人500円の予算で買い物タイム。さ

つま芋や花などを買い求め、２日間のふり

かえりとともに、保護者報告会で成果を発

表した。

今回初めて参加した藤永愛未さん（宮原

小４）は、「岩本のおっちゃんがドングリの木

に巻き付いたかづらを何回も思いっきり

引っ張ったら、クワガタが３匹落ちて来て

びっくりした。お泊りも楽しかったので、また

参加したい」と話していた。

今回のおみやげは、ミカンとレモン、直売

所で買い求めた農産物と色紙の４つで、保

護者との会話に十分な話題となったようだ。

【熊本高専１年：堀川桃子】

Q 進路をどのように決めたらいいのか？

A 中学を選択する頃から、漠然とでしょうが

進路決定の機会が訪れます。公立にする

か、私立にするか。公立でも中高一貫校に

するか、地域の中学校にするか。

高校に入ると、おおよそ1年次の秋に文理

選択の機会が訪れます。生徒さん本人が、

自分のこととしてしっかり考えることが大切

だと思います。あえて大げさに言うなら、「決

定的な選択をする」という覚悟が重要なの

であって、結果は大した意味を持たないよう

な気がします。

時には失敗や後悔も伴うのでしょうが、ベ

ストだと思う選択をしたからと言って、成功が

待ち受けている保証はありません。その

時々で、しっかり考える習慣を付けることこ

そが大切です。

★多くの子どもが、職業を決めることができ

ないのが現状

これまでの生活の中で将来について考え

てこなかったという反省を促し、ここで考える

という覚悟をもたせることが肝要です。

子どもは、自分が接している目の前の職

業は知っています。保育園児に将来の夢を

聞くと、ケーキ屋さん、保育園の先生と答え

ます。

小学生になると、保育園の先生に小学校

の先生が追加されます。子どもから見えて

いる世界の職業が、夢の職業なのです。最

近は、YouTuberやプロゲーマーが追加され

ています。

次回その２では、

・子どもの世界を広げてやるのも親の役目

・2020年入試からeポートフォリオ（電子調査

書）の提出が求められる見込み

を紹介します。

【西 泰弘氏】

1965年、熊本生まれ。教育研究家、元文

部科学省中央教育審議会専門部会委員、

元県教育センター・元県教委高校教育課指

導主事。「総合的な学習の時間」の学習指

導要領ほか、多数執筆。

◆そば打ち体験
【日 時】 １１月２２日（日）９：３０～１２：３０

【場 所】 泉コミュニティセンター

【参加費】 高校生以上１，５００円

中学生以下１，０００円

【定 員】 先着２０人

【持参品】 マスク、エプロン、好きな薬味

【申込み】 １１月１日から受付開始

泉町山村活性化協議会～電話・FAX ６７－２０２９

いわっちょの面白写真
～本当に大事ですね～

世の中には面白い看板が

あるもので、ぼーっとしている

と気づかないようなものも。

右の写真は工事看板かと

思いきや、ソロバン塾の看板。

◆ミニ収穫祭
月夜の農業クラブや氷川のぎろっ

ちょ関連の農産物とともに、昨年好評

だった長野県小布施町のリンゴなど

を販売します。

【日 時】 １１月１日（日）９～１１時

【場 所】 熊日宮原販売センター

【おもな商品】

・小布施屋：シナノゴールド、シナノス

イート、シナノホッペ（初）、サワーチェ

リージャム

・氷川のぎろっちょ：さつま芋、里芋、

みかん、レモン、生育次第でキャベツ

やスティックセニョール

・宮原まちづくり㈱：小布施堂栗菓子

くわしくは、週末の新聞折り込みチ

ラシをご覧ください。

大学入試で求められる、社会人基礎力！！
子どもの進路選択、子ども任せにしないで（その１）

１０月１７日、「探究to表現力コース」の説

明会および、教育研究家の西泰弘氏を招

いて、大学入試と高校の普通科再編につ

いての学習会を開催。氷川町ほか２市１町

から、大人７人と子ども１２人が参加した。

まず最初に、同コースの専任講師である

岩本から、自らの国語コンプレックスを多様

な職歴の中で克服したことを交え、コース

の概要を説明。

その後、西氏より「若者に求められる力と

大学入試」と、2022年度から始まる「高等学

校普通科普通科再編の動向」について、

子どもたちとやり取りをしながら分かりやす

く話された。

参加した保護者からは、「進路決定をど

のようにすべきか？（右記参照）」などの質

問のほか、「大学へ進学するための学力で

はなく、社会に出てから必要な力が大学入

試で求められていることが分かった」「思い

を言葉にする！普段の子どもとの関わり方

を見直したい」「周りの人を幸せにする生き

方をしたい」などの感想が寄せられた。

【熊本高専３年：竹山実李】


