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火の川

氷川の浅瀬に稚魚を放流

【写真提供：東陽支所さま】

栗と秋野菜などの特別メニュー

【写真提供：泉支所さま】
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カモによる農作物の被害激増に光明！！
レーザー光線による撃退装置を開発～㈱J-bot

◆食害、そしてイグサを踏み荒らす

例年１０月頃から飛来するカモ類は、

レンコンやレタスを食べるほか、最近

ではブロッコリーの食害が増えている。

また、イグサが植え付けられた圃場に

飛来し、踏み荒らして苗を倒すという。

被害が深刻となった２年前、イグサ

農家の元田政光さん（宮原）が松岡雄

一さん（㈱J-bot代表取締役）にカモの

撃退方法を相談。また、同時期にレン

コン農家（松橋）からも相談があったと

いう。

同社は、１５年前から玉名市ほか県

内にとどまらず、県外でもITなどを活

用した遠隔操作による監視カメラや害

獣捕獲などに実績があった。

氷川に稚魚1800匹放流
清流氷川流水対策協議会

８月３日、環境保全活動の一環とし

て、東陽町の菜摘館横の氷川の浅瀬

にアユなどの稚魚１５ｋｇ（約1800匹）

が放流された。八代市と氷川町で組

織する、清流氷川流水対策連絡協議

会が主催。

放流されたアユの稚魚は平均８ｇ。

氷川のコケを食べることで、順調に育

てば秋には６０ｇの重さが見込まれる

という。 関係者によると、近年は「氷

川のアユがおいしい」と評判で、釣り

人が多くなっているらしい。
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知っとる？知らん？⑤
アルミホイルを使い、

子どもさんの手伝いを

促す用途を紹介します。

◆排水口のぬめり防止に♪

金属イオンが細菌やバクテリア、カ

ビの繁殖を防止してくれ、ぬめりを抑

える効果があります。

お弁当に使ったホイルなどを丸め、

排水口に置くだけ。１週間程度で交

換し、生ごみは毎日処理して下さい。

◆泥落とし＆皮むきに♪

アルミホイルをクシャクシャに丸めて

広げ、ゴボウやジャガイモの皮を軽く

こすると、泥を落としながら薄皮をむ

けます。刃物を使わず安全ですね。

◆八代・宇城地域で鳥類被害激増

県がまとめた2019年度の野生鳥獣

の県内被害額は、前年比20％増の５

億２９６５万円。地域別では、八代が１

億８７５７万円と全体の３分の１を占め

る。特に鳥類被害が急増し、八代、宇

城地域での伸びが顕著であるという。

これらを受けて、本年３月、県、八代

市、氷川町、JAやつしろ、農業共済組

合による「八代地域農産物鳥類被害

防止対策協議会」が発足した。

◆２年間の研究・実験で効果を実証

松岡雄一さんによると、カモ類は農

作物や栽培環境によって飛来経路に

違いがあり、市販のピストル音・凧・点

滅器などの対策グッズでは、初期段

階の効果しか見られないらしい。

また、防除ネットを張り巡らすのが主

流だが、労力もコストも高く、茨城県で

は羅網死（網に絡んで死ぬ）が社会

問題となっている。

１年半の研究の末、直進性・可視化

の高いレーザー光線が有効であること

を突き止めて改良を重ね、夜明けまで

襲来を繰返すカモに一定間隔で周囲

２７０度範囲、直線距離１５０ｍを自動

旋回照射。半年間の実証試験を経て、

カモの再来を防ぐことが実証できたと

いう。

開発技術者の松岡政宗さんは 、

「ソーラー発電で可動 し、カモを傷つ

けない装置。１０月中旬頃からの早め

の対策が必要で、個人より地域で連

携して取り組む方が望ましい。今後は、

カラスやムクドリ対策にも取り組みた

い」と話 していた。

くわしくは、J-bot（📞 62-3862）へ。

HP https://www.j-bot.co.jp

【熊本高専４年：竹山実李】

氷川町宮原の㈱J-botが、激増するカモによる農作物被害を防ぐために、

レーザー光線による撃退装置を開発。９月１３日、熊日八代支社の取材の折に

同席し、開発までの経緯や撃退装置などについて説明を受けた。

ふれあいセンターいずみでは、毎

月お得なセットメニューがあります。ミ

ニコミ紙の発行日の都合で、期日は

あまりありませんが、秋の味覚をぜひ

お楽しみください♪

・期 日：９月２８日（火）まで

・特別メニュー：１，６５０円（８品）

栗ご飯、栗と秋野菜の揚げ物、地

鶏のみそ焼き、秋野菜料理２品、汁、

漬物、デザート

かわいいメダカ

差し上げます

稚魚から成魚まで飼っていますが、

最近、増え過ぎて困っています。

欲しい方がいらしゃいましたらお分

けしますので、ご希望の方は熊日宮

原販売センター(📞 62－3868)までご

連絡ください。お待ちしております。

宮原販売センター子ども記者クラブ

は、発足から１１年目を迎え、現在は２

町３市の小４生から高３生まで６２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。

クラブの活動は毎年３月からスタート

しますが、秋には小３生の入学式を

行っており、今秋も下記のとおり入会

者を募集します。

年会費は不要で、プログラムに応じ

て参加費を徴収する場合があります。

・日 時：１０月９日（土）13:30～15:30

・場 所：まちづくり情報銀行２F

※公共施設が使えない場合は、

延期することがあります。

・内 容：活動紹介、記者グッズ

配付、おかしの家作り

・費 用：１，０００円

・申込期限：１０月６日（水）

・申込先：熊日宮原販売センター

(📞 62－3868)

子記者クラブで楽しい体験を♪
～小３生募集＆お菓子の家作り～

大学生が活性化提案
地域づくりインターンIN東陽

８月２６日、東陽町坂より上地区公民

館で、地域づくりインターンの大学生

２人が同地区の活性化へ向けた提案

を行い、住民６人が参加した。

例年、宮原販売センターでは１０人

程度の大学生を受け入れていたが、

昨年は中止。今年は密を避け、PCR

検査を受けた２人が参加し、弊店にほ

ぼ缶詰の状態で過ごした。

提案内容は、石垣やコンクリートで

のチョークアート、間伐体験、ツイッ

ターによる情報発信の３つで、今後は

実現へ向けた検討が行われる。

　巻爪施術は
　熊本巻爪センター
　ひかわ整骨院

当院は当面完全予約制です。
マスクの着用を、お願い申し上げます。

　　https://www.bbhikawa.com/makidume.html



　

写真左：地元スタッフによるそうめん流し、写真右：増水した川で川流れを楽しむ

課題解決コース１～３期生（2018年）

祝

ファーストペンギンになる(28)
次年度のガキ大将キャンプの可能性を探る

～２泊３日・ガキ大将キャンプ2/2～
子ども記者OB。東大前期教養を経てアメ

リカへ留学。学んだことやフィリピンの貧困

地支援の経験を活かし、現在東京にて国

際支援団体と環境NGOに勤務。自らの視

野を広げた偉人の名言を、皆さんにシェア

する。

◆今の自分を受け入れる

高校時代、クラスメイトの中には、「この学

校は嫌」とか「あの先生のやり方は意味な

い」など、いつも現状に対して不満を言う人

がいた。おそらくそういう人たちは、入試の

時に「行きたい学校に行けなかった」という

負の感情や不満があり、それを無意識に言

葉にしていたのだろう。

私は、そういう人たちが好きになれなかっ

た。なぜなら、自分の現状を否定する人は、

周りの人も傷つけていると思ったからだ。

今の自分に納得がいかない時、人はつい

環境のせいにしたり、「こんなはずじゃな

かった」とか不満をぶつけたくなる。しかし、

そんな時でも誰かと出会い、学び、支え

あって生きているのは間違いない。だから、

その出会いに感謝して真摯に生きた方が、

お互いのためになるはずだ。

【心のリセット～格言さんぽ⑧～鈴嶋克太】
『道』

パナソニックの創業者・松下幸之助が書

いた随想集『道をひらく』の「道」には、次の

ようにある。

「自分には自分に与えられた道がある。

(・・・)この道は果たしてよいのか悪いのか、

思案に余る時もあろう。(・・・)しかし、所詮

はこの道しかないのではないか。(・・・)自

分だけしか歩めない大事な道ではない

か。」

◆自分の道を歩む

「道」には、「他人の道に心をうばわれ、

思案にくれて立ちすくんでいても、道はす

こしもひらけない。」とも書いてある。

現代に生きる私たちは、他人の道に心を

うばわれがちなのではないか。

学校や就職では常に点数で優劣や合否

が決まり、ネットではいろんな他者の情報

や意見が手に入る。そして、ついつい自分

と他人を比較する。他人の意見ややってる

ことの方が正しく、自分は間違ってる。現代

はそんな思考に陥りやすくなっていると思

う。

だからこそ、「たとえ今の生活が思い描い

ていた理想と違っても、そこには今の自分

にしか得られない経験や出会いがある。」

と自分に言い聞かせたい。そして、自分の

道を精いっぱい歩みたいものだ。

令和４年４月、山都町に広域通信制高校

である「やまと高等学校」が誕生する。校長

となる西泰弘氏は、数年来、弊店の「子ども

記者クラブ」や「まちの課題解決・探究コー

ス」のサポーターでもある。

◆１７人に１人が通信制高校へ

少子化の影響から、全国的に公立高校

の統廃合が進む中、通信制高校に進学す

る生徒の割合は増加している。

文部科学省が毎年実施している学校基

本調査によると、現在、高校生の１７人に１

人は通信制高校に通っている計算となる。

県内でも、県立「湧心館高校」をはじめ、私

立の「勇志国際高等学校（天草市）」、「くま

もと清陵高校（南阿蘇村）」、「一ツ葉高等

学校（山都町）」と既に４校が教育活動を展

開している。
◆医大や難関大学の進学に対応する

来春開校するやまと高校の特長は、

①大学進学に対応している

②個性を伸ばすプログラムが充実している

③リモート学習が充実している

などがあげられる。

大学入試は近年、大きく変化している。こ

れまでの「記憶学力」から高校時代にどの

ような活動をし、そこでどのような能力を身

につけた等「真の学力」が問われる。指導

者の実力がものをいう。
◆経験豊かな実力派の講師陣

教科指導も、実力派の教師陣による魅力

的な授業を準備しているらしい。西校長は

元文部科学省元中央教育審議会専門委

員であり、高等学校学習指導要領解説編

の執筆者である。

教頭は体育の教科教育法の重鎮で教育

委員会課長、公立高校校長経験者である。

教科担当者には、文部科学省優秀教員表

彰を受けた教師や、現在、東京の私立高

校で教頭を務める教師等、指導力ある教

師が集まっているという。
◆保護者への手厚いサポートも

青年期は、悩み多き時代である。やまと

高等学校では生徒はもちろん、保護者の

方へのサポートも手厚いようだ。養護教諭

や専門の資格を有するスクールカウンセ

ラーを配置するとともに、特別支援コーディ

ネーターも配置し、きめ細やかなサポート

体制を整えている。

通信制高校での学習は主に添削課題、

面接指導（スクーリング）、試験である。面

接指導は学校で実施され、生徒は年間５

日程度スクーリングで山都町を訪れる。宿

泊希望者は、やまと高等学校の設立会社

が運営する「道の駅そよ風パーク」が利用

可能である。

今後、熊本、福岡、鹿児島での学校説明

会のほか、時節柄、ZOOM等を使った相談

会も随時実施される予定だ。詳しくは、同

校ホームページで順次、案内される。

いわっちょの面白写真
～自動販売機で社会実験～

全国には多種多様な自動販売機があ

り、熊本市子飼橋商店街には昆虫の餌。

先日は、肥後大津駅に宮崎の焼き芋が

設置されましたね。

一方、山口県は東京に特産品専用の

自動販売機を実験的に設置。非対面・

非接触型AIカメラ・デジタルサイネージ

搭載自動販売機で、国内外で販売する

事業展開を目論んでいるとか。おそるべ

し、山口県！

過去を振り返り、未来を創ろう！！
宮原販売センター子ども記者クラブ１０周年

＆まちの課題解決・探究コース５周年

８月８日から２泊３日のガキ大将キャンプ

は、台風による雨が心配されたが、強風や

大雨などの被害は感じられなかった。

★自らプログラムを考える

２日目は、用意された２つのプログラムの

ほかに、自分たちで考えて遊ぶという選択

肢が用意された。これは次年度以降、県外

からも参加者を募集して３泊４日以上の日

程を考えているため、東陽町坂より上地区

での可能性を探る狙いがあった。

参加者は２班に分かれてプログラムを検

討し、統一案として地区の道路でのリレー

競争と宝探しを企画。小道具を手分けして

作り、元気に走り回る小学生たちを見るに

つけ、「自分もあんなに元気だったかな？」

と思わず微笑んでしまった。

★ようやく本命のプログラムで歓喜

３日目は、いよいよ先送りになっていた

「そうめん流し作り」と「川遊び」。地元の武

内設雄さんと橋永高徳さんの指導の下、竹

切りから節取り作業を行い、みんな真剣に

取り組んでいた。

一方、川遊びは増水した状況を活かそ

う！と、ロープ４本を使った川上りタイムトラ

イアル。さらに、浮き輪を使った川下りはス

リル満点で、何度も楽しんでいた。

★現場でとことん考える

今回のキャンプで学んだことは、毎度のこ

とだが「あいにくの天気」などと思わず、現

場でとことん考える、である。地域資源を活

かすのは人次第。自分たちで創り出す苦し

みと楽しさを味わいながら、みんなで成長し

て行きたい。

【熊本高専２年：堀川桃子】

今年度、熊日宮原販売センター子ども記

者クラブは１０周年、まちの課題解決・探究

コースが５周年を迎えます。これまでに多く

の方々のご支援、ご協力をいただきました

ことに、厚く御礼申し上げます。

また、今年度は地域づくりインターン事業

も２０周年を迎えることから、８月に合同の記

念イベントを開催する予定でした。しかしな

がら、まん延防止等重点措置が講じられた

ため延期としていた次第です。

現時点で状況は大幅に改善されてはい

ませんが、下記により記念イベントを開催い

たしますので、ご希望の方は弊店までお申

込み下さい。

なお、まん延防止等重点措置が継続され

る場合は、申し込まれた方に対して後日、

動画をご案内させていただきます。

◆記念イベント
・期 日：１０月９日（土）

・場 所：まちづくり情報銀行２階

・内 容

【第一部】19:00～19:30

これまでの活動の振り返り（２～８期生）

【第二部】19:30～20:30

記念講演

講 師：西泰弘氏（やまと高校校長）

テーマ：なぜ今、山都町に高校を作る

のか？

※右記参照

・参加費：無料

・人 員：３０人※定員になり次第締め切り

・申込期限：１０月６日（水）

来春新設！！やまと高校レポート


