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◆EM発酵液の使い方例

宮原まちづくり株式会社のスタッフとEM発酵液を詰める上村恭子さん （手前）
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グランプリに選ばれた福永亮二さんの「秋化粧」 限定販売のジュース

EM発酵液でエコな生活いかが？
エコショップ清流、20周年♪

「道の駅東陽」開駅記念
温州＆ぽんかん

ストレートジュース限定販売

◇下水道の水をきれいにしたい

同店オープン当時、商工会女性部

長だった上村恭子さんは、現在、宮

原まちづくり株式会社の取締役として

活動を継続。きっかけは、町が環境

保全活動に力を入れ始めていたので、

EM発酵液を半年間独学で勉強し、

県内一の普及率を誇っていた公共下

水道の水をきれいにしたかったという。

EM発酵液は、米のとぎ汁にＥＭ菌

と糖みつを入れて作る活性液。最初

は発酵が不十分で失敗したが、直ぐ

に改善して公共施設を中心に配付。

現在は町内の店舗、保育園や小学校

のみならず、町外にも販売している。

◇リピーターの声に支えられ

「止めようかな？と思った時もあった

が、宮原小の先生が異動された赴任

校で使われたり、ワイシャツの汚れが

落ちた！とお礼を言いに来られた男

性もあった」らしい。また、宮原小では

発酵液をプールにも投入し、子どもた

ちは掃除が楽になっている。

同液は、同社で500ml入りを６０円

で販売しているが、２ℓ入りもある。詳し

くは、まちつくり酒屋（53-5550）へ。

「道の駅東陽」開駅記念として、温州

＆ぽんかんジュース販売される。優し

い甘さにキレが加わった、東陽町のふ

るさと自慢の逸品。

ラベルは２種類あり、１本1000円で

販売。贈答用の箱もあり、町では自分

へのご褒美のほか、知人へのや贈り

物としていかが？とPRしている。

【販売・問合せ先】

道の駅東陽（せせらぎ）

Tel ６５-３２１５

鮮やかな紅葉の中に、吊橋が延びていく構図が秀逸
～第15回八代市『坂本・東陽・泉』町 観光と四季写真コンテスト～

いわっちょの面白写真
～長旅でお疲れモード？～

友人が、夜中に重機を運搬するような

大型トラックに乗り込んだスヌーピーを発

見。本当は行きたくないのか、はたまた

長旅で疲れているのかな？('ω')

2001年８月、旧宮原町の空き店舗

を活用してオープンした「エコショップ

清流」が、本年２０周年を迎える。地

域住民とともに、環境にやさしい循環

型商品の普及を目指すことが目的。

米のとぎ汁を飲食店から回収し、店

内で作った発酵液をペットボトルに詰

めて学校などに配付・販売するという

地道な水環境保全を展開している。

3学期の復習、高校入試に熊日中１～３クラブがオススメ

中３クラブ準備号は、泉・東陽・氷川中を通じて無料配布

★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。

★中３クラブ準備号は無料配布

準備号（４月号）は、熊日購読に関わらず

無料配布いたしますが、泉・東陽・氷川中の

方には、学校を通じて配布済みです。

◆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。

また、これに合わせて熊日朝刊に掲

載されている中３学習ルームを活用戴

くと、さらに効果もアップします。

専用のスクラップ帳を使うと便利です

ので、ご希望の方は宮原販売センター

３月１０日、八代市泉支所において、第1５回八代市「坂本・東陽・泉」町観光

と四季写真コンテストの審査会が行われ、グランプリに福永亮二さん（熊本市）

の『秋化粧』が選ばれた。熊日・泉町観光協会、八代市の共催。

今回は２６人より８３点の応募があり、グランプリと季節大賞、入選の計１５点が

選ばれ、４月末までふれあいセンターいずみで展示されている。

★食器洗いに

つけ置き洗い、ひど

い汚れは原液で♪

★まな板に

ティッシュペーパーを

かぶせ、液を一面に

たらし一晩置き、翌朝

こすり洗う♪

★洗濯機に100cc
汚れ落ちが良くなり、

洗い上がりの風合い

もふっくら感♪

★ペットに100倍で

スプレー

消臭対策、ブラッシン

グやリンスなど。毛並

みも良くなる。小屋の

周辺にもスプレー♪

★バケツに200cc

バケツに入れて拭き

掃除。ニオイが消えて、

つやつやに♪

★便器にも
原液を適量流してお

くと、汚れが付きにくく

なり、消臭効果も♪

★お風呂に

お湯が滑らかになっ

て体も温まり、汚れも

落ちやすくなる♪

★家庭菜園に
500～1000倍で花の

色が鮮やかに、元気

に育ち、味も美味しく

なる♪



　

まちの課題解決・探求コース５期生（小５生）のメンバー

2019年に銃弾を受け死亡した中村哲 氏

機械で鶏ふんと木製チップ運び、樹木の根元へ

４月１０日の第２回学習会では地区の情報地図を作製

役割分担を決めて調査中

暑いので、おやつタイム

昨年の経験踏まえ、２年目に突入

～月夜の農業クラブ～

ファーストペンギンになる(23)
まちの課題解決・探求コース５期生スタート♪

今・早尾地区を、歩きながら調査

４月３日、まちの課題解求コース５期生が、カメラや住宅

地図を手に町内の今・早尾地区のまち歩きを行った。５期

生としては初めてのプログラムだが、全員が昨年度の人財

育成塾に参加しているため、違和感なく取り組んでいた。

カメラ、地図、コメント係の役割を決め、水路や道路、家

屋や農地を中心に気になる場所をチェック。散乱している

ゴミや水路を見つけると立ち止まり、協力しながら記録した。

２時間弱の調査から戻ると、ふりかえりタイムが１５分。毎

回ノートに感想など書いて発表し、保護者にも報告する。

★まち歩きの感想（一部抜粋）

・水路や田んぼにタバコの吸いがらやビニールのごみが多

かったので、今度拾いたいと思った。

・最初はむずかしかったけど、カメラ係と地図係が協力して

くれたので記録もしやすかった。

・あぶない場所や気になる場所をたくさん見つけられ、お

やつタイムも楽しかった。
☆今後のスケジュール

・第１四半期：まち歩きを２回行って地域の課題の整理し、

課題の優先順位と解決策を考える

・第２四半期：１期生や大人との意見交換などを行い、課題

解決へ向けたさまざまな調査を行う

・第３四半期：課題解決へ向けた具体的な行動計画を考え、

保護者等を招いて報告会を行う

・第４四半期：課題解決へ向けて、計画に沿って活動する

３月２７日、課題解決コース４期生と共に、月夜の農業に伴

う畝作りの作業を行った。今期から１年かけて、主要部門を

３・４期生に引き継ぐためのが目的。

当日は２日前の雨に伴い、土が十分乾いていなかったた

め、１０ｍの畝を６本とした。管理機で溝上げをした後、溝を

作ったり畝の形を整えたりし、貯水タンクも再設置。

その後、４期生の赤星美羽さんが高校進学に伴い入寮す

るため、壮行会を兼ねた夕食会を開催。小学生の男子２人

は相変わらず賑やかだったが、農作業に対する意識は高

まっていると思っている。

また、満月の３月３０日には１回目の月夜の農作業を行い、

１市２町から１４人が参加した。最初に個人と全体の栽培に

加え、収穫祭へ向けたスケジュールなどを確認。

その後、参加者同士で協力しながらマルチを張り、トウモ

ロコシやトマト、ニンジン、ピーマンなどの定植や種まき作業

をおこなった。なお、遠路の会員もいるため、今後の水やり

は農業部がサポートを行う。

【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」に続く新シリーズ。

◆「一隅を照らす」

これは、アフガニスタンやパキスタンで医

療支援や農村支援に携わったお医者さん、

故・中村哲さんが好きだった言葉だ。中村さ

んは、お医者さんの身でありながら、現地の

生活向上のために、水路の建設などに尽力

した人だ。

この言葉は、天台宗の開祖・最澄が記した

書物の中にある。「一隅を照らす、これすな

わち国宝なり」と続く。「一隅」とは「誰も目に

とめない様な社会の片隅」のこと。言い換え

れば、社会の片隅で、例え目立たなくても、

自分のベストを尽くす人。そんな人こそ、そ

の社会(国)にとってなくてはならない宝であ

る。ということだ。

私たちは、日々、世の中のいろいろな

ニュースを目にする。外交、環境、難民、飢

餓といった「対岸の火事」的な出来事から、

自分自身の生活に直結する国内の経済・社

会の出来事。あるいは、著名人の華々しい

活動を目にする。
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【心のリセット～格言さんぽ③～鈴嶋克太】
「一隅を照らす」

（「ペシャワール会」現地代表、医師・中村 哲）

そんな時、私たちは往々にして、「自分に

は解決に資する力がない」とか「自分には

関

係ない」と決めつけてしまう。

しかし、政治家や経済界のお偉いさん、

著名人だけで世の中が成り立っているの

ではない。今日の朝起きて、学校や職場に

行き、何かしらの「仕事」をし、言葉を発し

たあなたも、世の中の立派な一部だ。確か

に、世間の大多数の仕事や言動は、紙面

を飾ることのない些細なものだ。

でも、「私が、明日、この場所からいなく

なったら？」と考えればどうだろう。周りの人

は大変困ってしまうことに違いない。どんな

に些細な仕事に思えても、周囲にはそれ

を必要としている人が必ずいる。あるいは、

あなたの言動からポジティブな影響を受け

ている人も必ずいる。

私たち一人一人が、それぞれの場所で

する「仕事」は、他の誰も取って代わること

のできない、かけがえのないものだ。あな

たの仕事や言動があってこそ、その組織は

機能する。周りの人も良い影響を受けてい

る。自分が所属する場所、周りの人のため

に、ベストを尽くす。そうした、一人一人の

ベストの積み重ねが、世の中の前進につ

ながるのだ。
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■４期生に作業服をプレゼント

４期生２人の中学進学を機に、

以前から欲しがっていた作業服

と長靴を３月２７日に購入。

４月３日に「㈱氷川のぎろっ

ちょ」と「名前」入りの作業服を手

渡すと、１・３期生と同格になっ

た？と大喜び♪

◆５月の子どもたちの活動予定
・子ども記者クラブ県内研修：震災復興など

（5/1～2山都町・西原村）

・雑誌「地上」（家の光協会：東京）の取材対

応（5/2）

・課題解決コース定例学習会（5/8,15,22,29）

・探究to表現力コース

オンライン学習会（5/2,9,16,23,31）


