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◆１２月２５日（土）～１月３１日（日）
※水曜日と12/29～1/1除く
☆出張プラネタリウムと星空観察
１月１０日・２４日１７時、１８時

☆短編映画「冬の蝶」上映会
１月１０日・２４日１７時３０分
☆ちいさなマルシェ開催
１２月２５日、１月１０日・２４日
１６時～１９時３０分
☆ショップとレストランの営業時間
１２月２５日：１９時まで営業
１月１０・２４日：ショップ１９時まで
レストラン１８時まで
◇問合せ先
泉町観光協会（６７－２１１１）

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

試行錯誤をくり返し、新たな特産品に
～東陽山村振興協議会ニホンミツバチ部会～

熊日で振り返る！2020氷川流域
記事の面積・文字数で話題をランキング
今年も残すところ５日あまりとなりましたが 、今年はコロナ禍によりストレスの
多い１年だったのではないでしょうか 。そんな中で、氷川流域では明るい話題
や若者の活躍が目立った年でもありました。
そこで、事件や事故などの暗いニュースを除き 、熊日に掲載された記事を面
積（㎠）や文字数でランキングし、今年１年を振り返ります。
なお、新聞記事は「単独記事」と「広域記事」の２つに分類し、１月から１２月
２２日までとさせていただきました。

【第１位】
写真左：ニホンミツバチ部会（中央が岩本誠部会長）、写真右：瓶詰めされたハチミツ

１１月 ２６日 、 東陽山村 振興協 議会
ニ ホ ンミツ バ チ 部 会 （ 会長 ： 岩本 誠 ）
が、東陽農産物加工施設で２回目の
ハチミツの瓶詰め作業を行った。
同会は昨年９月より活動を開始し 、
現在会員は河俣地区を中心に７人 。
１人 ３０～４０箱 を設置し 、100群程い
るらしい。
ニホンミツバチ の採密は 年１回 で 、
逃亡壁 が あり 、害獣 の 虫が 入って来
るため、絶対的な保証は無いという。
巣箱から採取したハチミツは、自宅

ていねいに瓶詰め作業を行う部会員

でビニールに入れ、つまようじで穴を
空け、２日間かけて容器に落とす。そ
の 後 、遠 心 分離 機 では な くサラシ で
濾す。
当 日 は 、糖 度計 で ハ チ ミツ の 糖 度
を測ったところ８２度あり、基準である
７８度をクリア。１０ℓのハチミツを100ｍ
ｌの瓶に詰め、１１月３０日から２日間、
びぷれす広場で販売した。
岩本誠会長は、「試行錯誤しながら
今後さ らに生産 量 を増やし 、東 陽町
の特産品にしたい」と話していた。

泉支所の花壇整備

Special English Time

八農高泉分校生

東陽中生、ＡＬＴと交流

１１月１１日、八代農業高等学校泉分校
の３年生１０人と教諭２人が、泉支所の花
壇を整備を行った。生徒たちは、肥料をま
いて土づくりをし、花を植えるレイアウトを
決めた後、赤や紫、白、黄色の可愛らしい
ビオラの花を丁寧にテキパキと植えていた。
生徒は、「泉支所に勤めている方、来所
者の方に、“きれいだな”と少しでも喜んで
もらえたら嬉しい」「泉町に少しでも貢献し
たい」と話していた。

【写真提供：泉支所さま】

１１月１２日、東陽中学校体育館でALT
（外国語指導助手）５人と全校生徒で、い
つもとは違う英語の授業が行われた。
生徒たちは、英語で学校や町を紹介。
ALTによる自己紹介と出身国の紹介、英語
を用いたゲームに、生徒達は真剣に楽しく
取り組んでいた。

【写真提供：東陽支所さま】

【単独記事：上位２０ランキング】

紅葉の五家荘、ゆっくり楽
しんで～タクシーツアー、
ゆっくり満喫
面積が４８９㎠、文字数は
４５６で、タイトルや見出し
が面積を稼いでいます。

【第２位】
女子中高生５人の挑戦～
株式会社氷川のぎろっ
ちょ」上
面積が４７６㎠、文字数が
第１位の１，１２１。連載記事と
いうこ と で 、文字数が 多
いのが特徴です。

【第３位】

裏面につづく！

同じ症状の人に勇
気を ～全身脱毛症
の宮崎修太さん、ＳＮ
Ｓにポートレート掲載
面積が４５６㎠、文
字数も第３位の８７３。
トマト 農家として活
躍 さ れ てい る宮 崎
修太さんは、同じ症
状の 人に 勇気 を 与
えるために、ＳＮＳで
顔 写真を 紹介 さ れ
ています。

熊日で振り返る！2020氷川流域
記事の面積・文字数で話題をランキング２
【第５位】
“森の運動会”力強く～八
代農校泉分校(5)
面積が４１８㎠、文字数が
第１位の４７０。写真が３枚
連載され、一番大きな 写
真は全体で ５番目に大 き
い。
グリーンライフ科らしく、
運動会の競技が丸太切り
リレーやマウンテンバイク
レース。さらに、アウトドア
競争ではテントの 設営と
片付け、火おこしの早さを
競いました。

【第１位】
日本遺産・八代の石造り文
化
面積が新聞の １面ゆ え
ダントツの１位で、文字数も
１，１２３で１位。
６月に八代市が申請し
ていた日本遺産に認定さ
れ、東陽町の笠松橋や白
髪山の天然の石橋などが
詳しく紹介されています。
また 、千丁町の干拓の
樋門のほか、二見町の 石
橋、八代城址なども紹介。

【広域記事：上位２０ランキング】

【第２位】
喜ぶ地元「地域振興の弾みに」～石工
が育んだ文化に光～日本遺産認定、八
代の発展支えた技
面積が５６８㎠、文字数が８６３。写真が
２枚が大きく掲載。東陽町石匠館では、
地域振興の弾みになると日本遺産認定
に伴い、関係者らは笑顔でした。

【第９位】
【第７位】
災害への備え、万全に～三角巾や炊事
実践～八代市有佐小
面積が３６９㎠、文字数が３８４。写真が
２枚連載され、いずれも大。防災訓練は
６年生と保護者が参加し、三角巾や災害
時の水の使い方などを学びました。

イ草に個性あるなんて！～北海道の高校生、
氷川町訪問～「畳ができるまで」体験
面積が３５５㎠、文字数が第１位の４１２で、写
真が２枚連載。氷川町と姉妹提携をしている
大空町の東藻琴高校の２年生が、氷川町を
訪問。
柑橘類や梨の収穫体験のほか、畳表を仕
上げる作業にも挑戦しました。

【第１９位】
【第１２位】
氷川町とペルー、善意の交流～移住２世
５千万円寄贈～困窮者支援、衣類を発送
面積が３０８㎠、文字数が６６９で、写真
も顔写真を含め２枚。
氷川町がペルーの生活困窮者支援の
ために、町民らが集めた衣類を発送。氷
川町からの移住者２世が、学童保育所の
建設費用に５千万円を寄贈。学童保育所
は、２０２３年４月に開所の予定。

頑張れ、氷川の花農家～町が買い取り、公
共施設に提供
面積が２５１㎠、文字数が４７６で写真大。
コロナ禍で花の需要が落ち込む中、氷
川町が町内の花生産農家を支援する「花
いっぱいプロジェクト」をスタート。来年２
月まで月２回実施し、購入費は６７２万円。

【第３位】
八代海アサリ、壊滅的被害～熊本豪
雨、河川水が大量流入～塩分定価、
生息困難に
面積が４４１㎠、文字数が第１位の６６
３。大きな写真のほか、比較する地図
も２枚掲載されています。
７月の水産庁職員らの調査では、８
haの干潟にアサリの死骸が広がり、４
１ｔと見込まれる。今後３年間で元の
状態を目指します。

【番外編：１０回掲載】

【第１４位】
伝統の矢旗、鮮やかに～端午の節句向け、
八代市で色付け(１)
面積が２８９㎠、文字数が３０２ながら、写
真の大きさは第１位。
鏡町の「平本染工場」で、５月の端午の
節句に向けた矢旗やこいのぼり作りが
最盛期を迎えている。矢旗の長さは２～８．
２ｍで、「川中島の合戦」など２０種類。一
番人気は、「加藤清正の虎狩り」。

２０２０年に一番多く掲載されたのは㈱
氷川のぎろっちょで、なんと１０回！
内訳は、告知３回、開催５回、連載２回で、
新規事業が４つあったことが挙げられま
す。また、８月は関係人口学会の設立、１１
月は内閣府主催のシンポジウムに登壇で
広域記事にも紹介されました。

