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火の川

運動神経も運動不足もお任せ下さい
ひかわスポーツクラブで楽しく♪

■バドミントン＆Jr.バレーボール
(毎週金曜18：00～19：30宮原体育館)

・バドミントン教室

基礎のラケットの握り方から、フット

ワークなど初心者向けの教室。氷川

町外からの参加者もあり、和気あいあ

いとした雰囲気。

この教室は参加対象が小学生から

一般までと幅広いため、時々、中学

生も参加している。

・Jr.バレーボール教室

『中学校への部活動へつなげよう』

という思いから、Jr.バレーボール教室

がスタート。小学校の部活動が社会

体育へ移行し、なし崩し的にバレー

ボール人口が減り、中体連出場が他

校との合同チームという話から立ち上

げられた。

初心者でもできるよう、基本から徹

底的に行い、レシーブの練習でバケ

ツを使い楽しみながら練習している。

まだまだメンバー不足で、対戦形式

の練習まで行きつかないがコツコツと

頑張っている。先日、小１生が入会。

■そろばん教室
(月３回土曜日9：00～10：30事務局)

宮原校区にそろばん教室がないこ

とから、立ち上げられた。『考える力』

をそろばんで育む！を目指している。

現在、年長～小３生が受講し、年長さ

んは「あいうえお」のひらがなの練習

から行っている。

この教室は特別枠教室の料金で、

定期教室通い放題。例えば、月曜陸

上・木曜サッカー・金曜バレーボー

ル・土曜そろばんなど、いくつも通え

てそろばん教室の月謝料金だけ。

【問合せ先】

ひかわスポーツクラブ(Tel)62-3198

昨年１２月２５日から１月３１日まで、

ふれあいセンターいずみにて泉町観

光協会主催による「泉町冬季観光客

誘致促進事業」が実施された。

この事業は、熊本県地域づくり夢

チャレンジ推進補助金の採択を受け、

冬季の泉町への誘客と春以降の誘

客につなげる目的で実施。約１万球

のLEDによるイルミネーションと竹あ

かりの「光のイベント」に加え、ショップ

内では泉町内の保育園児、小中高

生の作品展示が行われた。

新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、予定していた点灯式、プラネ

タリウム、五家荘を舞台にした短編映

画の上映やマルシェは中止となった。

また、同レストランの新メニュー開発

も実施。意見交換会や試食会を経て

新メニューが提供され、レシピは協会

内の民宿等にも共有される。

１月９日、八代地方果実品評会が県

八代地域振興局であり、晩白柚の大

きさを競うジャンボ部門で、東陽町黒

渕の前田一喜氏が史上最重量で優

勝した。

前 田 氏 が 出 品 し た の は 、 直 径

27.2cm、重さ 5400g。ギネス記録は

2014年に八代農高園芸科学科が育

てた4859gで、前田氏はギネスに申請

予定という。

翌１０日にはイオン八代店で展示・

宣伝会が行われ、会場には前日の品

評会で入賞した「晩白柚」と「不知火」

が並び、多くの人が購入に訪れた。

◆東陽地区入賞者（敬称略）

□ジャンボ晩白柚部門

・ジャンボ賞：前田一喜（黒渕）

□屋根掛け不知火部門

・銀賞：山本俊彦（赤山）

・銅賞：山本道治（赤山）

冬季の観光客を発掘
泉町観光協会

晩白柚、ギネス更新！
八代地方果実品評会・宣伝会

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」を目指し、平成２３年３月に発足。

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。
◆募集概要

・対象者：新小４生～新高３生

・申込先：宮原販売センターへ申込書提出

・申込期限：３月１１日（木）

・その他：年会費は不要で、入学式は

３月１３日（土）13:30～15:00

◆第11期のおもな活動予定

〇３月：入学式・記事＆感想文の書き方

学習会、県内研修参加者募集

〇５月：県内研修、農作業体験

〇８月：大学生との交流会

〇１２月：わらしべ市での対面販売

〇１月：新年会・学習会

子ども記者クラブ11期生募集

★月夜の農業クラブとは？

昨年３月、㈱氷川のぎろっちょが立ち上げ、

会員は３市２町の約３０人。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円で、

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、もちろん持

ち帰り可能です。
★農作業はいつ行う？

３月から９月までの満月を含む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２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、直近の満月は３月２９日、４月２

７日、５月２６日です。
★農作業の内容は？

３月１２日（金）19:30より、参加者が集まっ

て作戦会議を行い、栽培する面積や作物を

検討し、作業日程を決めます。参加希望の

方は、岩本（090-3197-7908）まで。

満月を見ながらワクワク～月夜の農業クラブ参加者募集

3学期の復習、高校入試に
熊日中１・２・３クラブがオススメ！

★中１・２・３クラブ

熊日では、中１・２クラブを年３回発行し、

熊日購読の有無に関わらず無料で配布し

ております。科目は数学、英語、国語の３教

科で、各学期の復習に最適です♪

また中３クラブは毎月発行で、私立高校の

入試問題、県立高校の入試予想問題のほ

か、進学のアドバイスなど盛りだくさん。こち

らは、熊日購読の方のみの配布です。

◆申込みとお届け

ご希望の方は、熊日宮原販売センター

（62-3868）へお申込み下さい。弊店に冊子

が到着後、弊店より各ご家庭へお届けいた

します。

いわっちょの面白写真 ～エヴァンゲリオンmode～
１月、博多駅の緊急事態宣言の

表示が、エヴァ的で緊張感あり！と

話題になりました。一方、宍道湖で

は「シンジ湖のシジミ汁」で売り出し、

好調な売れ行きだったようです。

日本って、面白いですね♪

ひかわスポーツクラブは、

『融和・健康・地域の元気づ

くり』を目指し、2011年２月に

設立された氷川町の総合型

地域スポーツクラブである。

一時期、コロナ禍の影響に

より活動を中止していたが、

昨年６月より活動を再開し

ている。



　

１本ずつ、ていねいに定植作業中

１期生が３月から使用する教材の書籍

レモンやエゴノキを定植
㈱ぎろ、設立３周年

ファーストペンギンになる(21)
作文を書く力や、語彙力がアップしたよ♪

「探究to表現力コース」２期生を募集

◆探究to表現力コースとは

㈱氷川のぎろっちょは、耕作放棄地の解

消と人材育成事業に取り組んでいますが、

収益事業として昨年１１月より週１回の「探

究to表現力コース」をスタートしました。

これは大学入試で問われる力（＝社会人

に求められる力）の育成を目指し、宮原好

きネットの協力を得て実施しています。
◆書く力やコミュニケーション力をアップ

本コースは、以下のステップアップを目指

し、オンラインとオフライン学習を行います。

・ステップ１
新聞記事などを読んで感想文、与えられ

たテーマについて作文を書く。

・ステップ２
書籍を読んで議論することに加え、スピー

チ力を高めるために専門家からも学ぶ。

・ステップ３
フィールドワークを行い、興味のあること

について詳しく調べたり、専門家の講義を

受けたりしながら小論文を書く。

※各ステップの共通事項
学習会と別に新聞記事などの感想文を

メールで送信すると、添削して返信される。

まちの課題解決・探究コースは、現在１期

生から４期生まで１４人が活動し、３月で丸

５年。１期生の私たちは、「耕作放棄地の解

消」をテーマに㈱氷川のぎろっちょを設立

し、後輩たちも道路や水路環境の向上を

目指して活動しています。

コースに参加したことで、毎週土曜日の

定例学習会をはじめ、取材対応や農作業

により土日や休みが有意義な時間に♪

また、全国の幅広い職業、年齢の人との

交流により知識と経験が増え、自分の世界

が広がり、コミュニケーション力が付きます。

さらに、受験や就職にも有利ですよ！

コースでは４月から活動をスタートする５

期生を、下記のとおり募集します。私たちと

一緒に、活動をしてみませんか？

【熊本高専１年：堀川桃子】
◆募集概要

・対象者：小５生～高２生

・定 員：５人程度

・定例会：毎週土曜日、19時半～21時半

・活動費：毎月５，０００円

・説明会：３月２０日（土）19時半～20時

事前申込み、場所は後日連絡

岩本（090-3197-7908）

go-iwamoto@grape.plala.or.jp

２月２３日、㈱氷川のぎろっちょ設立３周

年の記念日だったが、今年はコロナ禍のた

めに記念イベントを断念した。その代替事

業として、早尾地区に借りている農地で、サ

ポーターを含む４人で３種類の樹木の定植

作業を行った。

午前中は、ピンクレモネード（赤レモン）２

９本と南高梅１０本。午後からは、エゴノキ５

０本を定植した。

ピンクレモネードはすごく良い香りで、「大

きくなれよ～」と言いながら水をかけた。昨

年３月に定植した柑橘類は一部枯れてし

まったが、西内小夏に薄黄色の実が付い

ていて、とても嬉しかった。

【熊本高専３年：竹山実李】

子ども記者ＯＢで、東京大学文一在学中

にアメリカへ留学。その間、フィリピンの貧

困地域での活性化活動のほか、世界各地

を訪問した経験を活かし、国際貢献の仕事

を目指して活動中。

「人生のまくら話」に続き、今回から、新シ

リーズがスタート。

パナソニック創業者・松下幸之助の随想

集『道をひらく』に、「視野を広く」という項が

ある。

「視野の狭い人は、わが身を処する道を

誤るだけでなく、人にも迷惑をかける。だか

ら、おたがいの繁栄のために、おたがいの

視野の角度を、グングン広げなければなら

ない。」「おたがいの繁栄と平和と幸福のた

めに、(後略)」というくだりが心に残り、何回

も読み直してしまう。

今までの人生、自分の視野が狭いせいで、

自分の行動を誤ってしまったことはないだ

ろうか？他人に迷惑をかけてしまっていた

のではないか？今、また視野が狭くなって

しまっていないだろうか？このような自問を

迫られる一節だ。

例えば、あなたが高校球児で「甲子園で

優勝する」と決意したとする。松下幸之助が

問題にしたのは、その決意に「視野の広さ」

が伴っているかどうかではないだろうか。
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【心のリセット～格言さんぽ①～鈴嶋克太】
「視野を広く」

（パナソニック創業者・松下幸之助）

もし、視野が狭くなり、勝つためにどんな

戦術でも採るのならば、相手に迷惑をかけ、

わが身の処し方を誤る。

例えば、送りバントを乱発したり、相手の

主力打者に敬遠球を投げたりなどの戦術で

勝てたとしても、負けた相手や観客はモヤ

モヤしたり、つまらなく思ってしまうだろう。

また、自分自身にとっても、たとえ勝つこと

に執着し優勝できたとしても、そこから先の

道を誤る。頂点を極めた途端、その目標は

終わり、極められなかった場合は、絶対的

な敗北感に襲われる。そして、次にするべ

きことを見失う恐れがある。

では、視野を広げるとはどういうことか。個

人的には、「自分がその活動を通して何を

したいのか？何を成し遂げたいのか？」と

いう問いに真剣に向き合い、抽象化・高次

化した答えを導くことだろう。

例えば、「全国大会に出場」ではなく、「そ

のスポーツの楽しさを誰よりも追及する」とか、

「見る人に感動を届ける」という目標に転換

できれば、試合の相手や観客をイライラさ

せたり、つまらなく思わせることも減る。

高次化した目標の達成には終わりや敗北

がないので、自分の道も誤らずに済む。勝

ち負けに関係なく、常に成長していけるの

だ。
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◆共通テストで求められる力

入試改革後、初の２日間にわたる大学

入学共通テスト。コロナ禍の中、無事ミス

なく終了しました。学部責任者としては、

昨年のセンター試験に続き２回目となり

ます。

思考力、判断力、表現力が重視され、

英語ではリスニングがリーディングと同じ

配点になり、資料や分量が増え、問題の

中に会話文がある等ストーリー性も垣間

見ることができます。

試験が終わって問題を見る限り、速読

と読解力、理解力の速さが求められるよ

うに思います。子どもの頃から新聞を読

んで日記をつけたり、多くの読書習慣

（日本語と英語）をつけたりすることが、共

通テスト対策にもなる実力を蓄えるように

感じています。

宮崎大学

地域資源創成

学部

副学部長

熊野 稔 教授

◆募集概要

・対象者：中１生～高２生

・定 員：５人程度

・条件等：パソコンやタブレットによりオンラ

イン講義を受講できる人

・学習日：受講生全員の希望により決定

・時 間：４月より毎週１回、20時から90分

・受講料：毎月１３，０００円

※４月は、お試し期間で無料

※まちの課題解決・探究コース

のメンバーは8,000円

・説明会：３月２０日（土）19時～19時半

事前申込み、場所は後日連絡

岩本（090-3197-7908）

go-iwamoto@grape.plala.or.jp

【主任・専任・特別講師】

主・岩本 剛：東洋大学非常勤講師

専・西 泰弘：教育研究家、元中教審委員

専・前田美紀：FMやつしろパーソナリティ

特・吉田道郎：㈱梵まちつくり研究所社長

特・三浦哲司：名古屋市立大学准教授

特・井上芳恵：龍谷大学政策学部准教授

◆文章の構成を意識

毎週月曜日の学習会を通して、以前より

も文全体の構成を意識するようになった。

「意見→理由→経験→結論」の流れを意識

することで、文章の無駄な部分が減ったと

思っている。

私が考えていなかった角度からアドバイス

をもらうことがあり、多くの視点で考えることが

重要であることを学ぶ機会になっている。

【八代中３年：寺岡拓海】

◆スピードアップと分かりやすい表現に

語彙（い）を増やせ、「～たり、～たり」など

の決まった表現など、初めて知ることが多く

ある。また、自分では気付かない誤字や脱

字があったので気を付けて書くようになり、

以前より早く書けるようになった。

そして、具体的に書けるようになったことで、

授業や委員会活動などで自分の想いを短く

分かりやすく伝えられるようになった。

【氷川中２年：稲本美聖】

◆賢そうな文章を書けるようになった！？

作文の書き方の例として、文の構成を分か

りやすく教えてもらい、テストなどで文章を書

くスピードが上がった!

また、文章を書く時に「口語」と「文語」が混

じったり、幼稚な表現があったりしたが、最近

は少し賢そうな文章を書けるになった気がし

ている。

【八代二中１年：三好逞心】

コース1期生のコメント
４月スタート、５期生募集！
まちの課題解決・探究コース


