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ダム周辺の清掃の成果♪
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坂より上地区をまとめた情報マップ

大学のゼミで坂より上地区を語る
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坂より上地区の地域づくりと人の魅力
榎本竜大（京産大）～インターンレポート1/2

第４７回東陽しょうが祭
～「道の駅東陽」開駅記念～
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知っとる？知らん？⑥
国産レモンの季節

到来♪今回は人気

の高い、レモン水に

ついてご紹介です。

◆上水道水は効果減

上水道水には塩素が含まれるため、

酸性のレモンは中和して効果減。ミネ

ラルウォーターがオススメです。

◆レモンの皮には栄養がたくさん

皮には、ビタミンCが果肉に比べて

約5倍も含まれているそうです。皮ごと

入れる場合は、国産がオススメ♪

ろうとする「人の魅力」がある集落だと

感じたからである。そこで、私はこの

魅力が１０年後も残っていて欲しいと

う想いで、今回の提案を行った。

今年のしょうが祭は、密を避けるため

分散して開催されます。また、ステー

ジイベントはありません。

【１０月２４日（日）】
◆ショウガ即売会

≪場所：JA生姜選果場≫

８：３０～１２：００（予定）

・ショウガ菓子のおもてなし（無料）

・ショウガ料理レシピ（無料）

◆農林産物販売会

≪場所：道の駅東陽≫

８：３０～１４：３０（予定）

・物産販売会

・ガラポン抽選会（はずれくじなし）

・入賞ショウガ展示

※両会場での買い物1,000円につき、

ガラポン抽選券を１枚進呈

【問合せ先】地域振興課 65-2111

宮原販売センターでは、まちづくりに関心のある大学生を地域づくりインター

ンとして受け入れており、今夏は８月２０日から１０日間、関西より２人が参加し

た。ミニコミ紙では、彼らが学んだことや感じたことを２回シリーズで紹介する。

私は京都産業大学で、まちづくりに

ついて学んでいる。しかし、感染症の

影響から思うように勉強することができ

ず、もどかしく感じていた。

そんな中、今回、東陽町坂より上地

区へ政策提言を行うという形でまちづ

くりが行われている地域に入る機会を

いただき、本当に幸運だったと思う。

まずは、今回受け入れてくださった坂

より上地区の皆様に、紙面を借りて感

謝申し上げたい。

◆地域資源を活かし、お金を稼ぐ

この地区は高齢者が多く、いわゆる

限界集落と呼ばれる状態であった。し

かし、外部に依存することなく、集落

内にある公民館などを活用した自主

財源の確保を実現していた。

また、地区内のマンパワーが高齢化

に伴い不足する問題に対しても、「賛

助会員」という独自の方法で対応して

いた。

私にとって、大変魅力的な場所で

あった。それは、単に私が都会から来

たから、豊かな自然に感動したという

だけでなく、自分たちの力で集落を守

◆SNSで地域の情報発信を！

提案では、集落の魅力を外部の人

に体験してもらうプログラムと、色々な

人に知ってもらうためにSNSを活用し

たPRプロジェクトの提案をさせていた

だいた。また、坂より上地区が部外者

目線でどのように映ったのかを少しで

も共有したいと思い、自分たちが集落

に感じた魅力と課題をまとめたマップ

の作成も行った。

現在、私は大学の講義などで知識

的にはまちづくりを学んでいるが、実

際に見て、体感してみると、文章から

は読み取れなかったまちづくりの姿が

見えて来た。資料では数行で終わる

事例も、地域にとっては何十年もの積

み重ねであることを知ることができた。

今後、私がまちづくりに関わる時は、

そういった「人の魅力」を尊重したいと

思う。

【京都産業大学２年：榎本竜大】

◆熊日杯第１９回東陽支部ＧＧ大会

９月２１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：石田清

春、３位：隈部圭一郎、４位：前田正力、

５位：川並勝司

【女性】１位：岩本美重子、２位：平木

恵子、３位：村上民子、４位：宮崎サエ

コ、５位：山田ヨシ子

◆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７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

・氷川のぎろっちょ：さつま芋、里芋、

みかん、レモン、生育次第で丹波の

黒豆の枝豆など

・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。

氷川ダム周辺を清掃
清流氷川流水対策協議会

９月２5日、氷川流域の各地で氷川

流域清掃活動が行われた。これは氷

川流域の行政機関等で組織される

「清流氷川流水対策協議会（会長：藤

本一臣氷川町長）」が、利用しやすい

環境を整え、氷川に親しんでもらうこ

とを目的として、毎年１回開催してい

るもの。

泉町では、早朝より氷川ダム周辺で、

道路沿いの除草作業やごみ拾いを

実施。八代市泉支所の職員が、地域

貢献ボランティア活動として参加し、

汗を流した。

◆ユースと語ろう水の歴史
八代の水防災WS

参加費は無料で、

オンラインでの参加

も可能です♪

【日時】 １１月３日（水・祝）13～16時

【場所】 桜十字ホールやつしろ３F

【内容】

・第１部「自然の恵みと災害に学ぶ～

未来の暮らし方を考えてみよう」

・第２部「もっと知りたい八代の水環

境と防災」

【申込】 １０月３１日まで

次世代のためにがんばろう会

松浦（080-5253-5081）

kankyo@eco-yukarin.info

　巻爪施術は
　熊本巻爪センター
　ひかわ整骨院



　

クラブやコースに関する熊日掲載記事は、関
連記事も含めると３９件。模造紙３枚にまと
め、会場に掲示。写真は１枚目の模造紙。

2013年、わらしべアイスの商品開発２年目。３
種類を味見をして、商品化を決定！

2019年、県外研修で名古屋市立大学へ。講義
に参加し、竹山さんと寺岡君がスピーチ♪

ファーストペンギンになる(29)
未来の光を、観せるために！

～子記者10周年＆課題解決コース5周年1/2～
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。

◆”Do Your Best.”

私の母校、センターカレッジ（アメリカ・ケ

ンタッキー州）のキャンパスに、以下の言葉

が記されている。

「自分らしく、自分のベストを尽くせ。後悔

するな」（“Do Your Best. Be Your Best. No

Regrets.”）

毎日多くの学生が目にするこの言葉は、

彼らの精神的支柱。私の心の奥にも刷り込

まれている。大事なのは、「自分らしく・自分

なりのベスト(“Your Best”)」ということだ。

極端な話、大学（ひいては学校）という場

所は、「自分らしさ」や「自分なりのベスト」を

出さなくても良い。単位取得に必要な最低

点、卒業に必要な最低単位数は決まって

いるので、その最低ラインを越えれば卒業

できる。

冒頭の格言は、「そうなってはいけない」と

いうメッセージだ。心に浮かんだ疑問は徹

【心のリセット～格言さんぽ⑨～鈴嶋克太】
『自分らしく、自分なりに』

底的に探求せよ、興味のあることには全て

全力で取り組め、ということだ。

世の中の仕事には「合格最低点」も「最高

点」もない。このことを、社会人になった今、

実感する。いくらでも手を抜けるし、逆に納

得いくまでいくらでもやっていい。全ては自

分次第。自分を律して、自分が目指すもの

を自分で追わないといけないのだ。

◆イチローの引退会見

野球選手・鈴木一郎（イチロー）が2019年

3月に引退した際、記者会見でこのようなこ

とを言っていた。

「今まで、『人よりも頑張った』とはとても言

えないが、『自分なりに頑張ってきた』とは、

はっきり言える。この積み重ねでしか、『後

悔を生まない』ということはできない。」

イチローさんは、子どもの時からものすご

い努力を続けてきた人だ。ここで言ってるの

は「他人と自分の比較」が努力するモチ

ベーションになっているのでない、ということ。

「昨日の自分には、ここが足りない。だから、

今日はもっと頑張ろう」、こう考えるべき、と

いうことだ。

普通、「自分なりに頑張る」には「自分の

できる範囲内で頑張る」という消極的なニュ

アンスがある。しかし、ここはあえて「自分が

やりたいこと、できることを全力でやる」とい

う気持ちで、自分に言い聞かせていきたい。

子ども記者クラブ～思い出のシーン～

小規模ながらも、これまでの活動をふりか

えり、また司会も含め子どもたちだけで発

表することができて良かったと思う。

聴衆の反応を見ながら話すことができた

のは、自分でも成長したと思う。またこのよう

に人前で発表するときは、今回よりも上手

に、そしてさらに成長できるよう頑張りたい。

西先生のご講演では、「合意形成の点で、

多様な人々との協働が今後必要」という言

葉が印象に残った。今後、課題解決コース

３期生の活動で、人々を巻き込む段階に

入ったときに忘れないようにしたい。

また、「プレゼンをするときは聴衆がどん

な質問をするか予想する」というのは、3期

生の活動だけでなく、学校で発表する際に

も役立つと思った。

今回の記念イベントでの発表の反省、西

先生のお言葉を忘れないようにしたい。

【八代高校１年：寺岡拓海】

◆第一部の内容
１０年間の活動ふりかえりと今後の展開

【子ども記者クラブ】

・組織の概要、これまでの活動

５期生：稲本美聖（氷川中３年）

・わらしべ交流は楽し♪

２期生：竹山実李（熊本高専４年）

・刺激的な県外研修♪

４期生：寺岡拓海（八代高１年）

【まちの課題解決・探究コース】

１期生：堀川桃子（熊本高専２年）

３期生：山本遥介（氷川中３年）

４期生：四宮裕恒（氷川中１年）

★総合司会：三好逞心（八代２中２年）

※クラブ６期生・コース３期生

2021.10.14熊日掲載

１０月９日、子ども記者クラブ１０周年および 、まちの課題解決・探究コース５

周年イベントを栫地区公民館で開催し、２８人が参加した。ミニコミ紙では、保護

者等の感想を交えながら２回シリーズで紹介する。

いわっちょの面白写真 ～え～っ！本当に走っているの？～
静岡の知人がフェイスブックで紹介していて、ビックリ！大井川鐵道の「新金谷駅」と「千

頭駅」の間、37.2kmをトーマス号が走っているんですよ。ツアーもあり、「ぼく、トーマス!!」と

いうフレーズで、運行上の注意や沿線の見どころを紹介するそうな♪

子どもたちの成長、氷川のぎ

ろっちょの歩み、素晴らしいで

すね。全国的に見ても、こん

な素晴らしい成長はなかなか

ありません。子どもたちは、いい学びをして

ますね！

希望者がいれば、高校受験の勉強会、

引き受けますよ！

子ども記者クラブの歴代の発

表にも驚かされました。あそこ

まで堂々とまとめ、発表できる

こと。しっかり、力がついてきて

いる証拠です。

我が子は入ったばかりですが、いつの日

か目覚めてくれることを期待しています。

今回、初めて子どもが司会を

させて頂きました。私の心配と

は裏腹に、そつなく進めていく

姿に成長を感じました。

本人も、緊張はしていたと思いますが、何

年も先輩方の司会や発表を堂々とする姿

を見て、自分もいつか出来るようになりたい

と思っていたと思います。今回、少し自信

が持てたのではと思います。

県外研修に行ったのが縁で、

課題解決コースにも参加させ

て頂きました。

初めての発表の時は、喋れず

にいましたが、今回は、自信を持って堂々

と発表しているのを見て、成長を感じまし

たし、安心しました。また、皆さんの仲の良

さも感じられ、良い仲間ができた事を嬉し

く思います。

久しぶりに子どもたちの発表

を聞き、みな更に上手くなった

なぁと感動いたしました。

これからも人前で発表する機

会は増えていくと思いますので、経験を積

んで、表現力を身につけていって欲しいと

思います。


