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東陽中学校の新入生１４人

【写真提供：東陽支所さま】

ミニコミ 【カラー版】
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ぎろっちょ縁道プロジェクトスタート♪
中心市街地（国道３号）の歩道美化で、賑わい創出

夢と希望に胸ふくらませ
～東陽町と泉町で入学式～

■これまでの活動

私たち 「まちの課題解決・探究コー

ス」３期生は、夏場を中心に雑草が生

い茂り、ゴミの散乱も目立つ道路環境

の改善をテーマとしている。特に国道

3号は、町の雰囲気を映し出す顔とも

言える空間であるものの、近年は国に

よる歩道の除草作業は十分とは言い

難い状況である。

しかしながら、SDGｓの観点からも税

金に頼らず、地域住民自らの手により

管理されることが望ましい思われる。

そこで、宮原エリアにおける国道3号

の歩道において、2019年から2021年

にかけて、実験的に年６日程度の除

草作業やゴミ拾いを行ってきた。

４月１１日、東陽町と泉町で小中学

校の入学式が行われ、東陽小は６人

が入学。東陽中は１４人が入学し、新

入生代表の小松莉愛さんは、現在の

世界情勢を踏まえ「私たち一人一人

が世界の平和を願い、一日一日を大

切に、自覚を持ち夢に向かって成長

していくことが大切だと思います」と述

べた。

また、泉小中学校には、小学生が４

人、中学生が７人入学。新しい環境で

不安や緊張がある中、それぞれの夢

と希望を抱きながら学校生活をスター

トさせた。

クラウドファンディング

に、ご支援ください♪

■地域域資源を活かしたい

一方で、宮原地区は地蔵祭りや三

神宮秋季大祭など四季を通じた伝統

的な祭りが多いが、2020年から続くコ

ロナ禍によりすべてのイベントが中止

となり、町の賑わいが衰退。

さらに、中心市街地にはホタルが復

活したギロッチョ池を含む水辺の散歩

道、くまもと歴町50選や文化庁の登録

有形文化財など落ち着いた雰囲気を

醸し出す「生活観光」の重要な資源が

存在するが、利用者や来訪者の落ち

込みが激しい状態である。

そこで、中心市街地の国道３号に面

する商店の方々と実行委員会を組織

し、県の補助金とクラウドファンディン

グにより資金を調達して、「ぎろっちょ

縁道（えんみち）プロジェクト」に取り組む。

【プロジェクトの概要】

①対象：氷川橋～歩道橋区間の店舗

②内容：国道３号歩道の清掃活動を

呼びかけ、協力店舗にはぎろっちょ石

像、のぼり旗、パンフレットなどを配備

3学期の復習、高校入試に

★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。

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、各ご家庭へお届けいたします。

月 主　　な　　事　　業

3 実行委員協議

4 第１回実行委員会、県補助金申請

第２回実行委員会、店舗協力要請

ぎろっちょ石像のデザイン検討

第３回実行委員会、エリア清掃

クラウドファンディング開始

パンフレット及び登り旗検討

7 第４回実行委員会

第５回実行委員会、エリア清掃

除幕式（地蔵祭り）

9 第６回実行委員会

10 第７回実行委員会、エリア清掃

12 第８回実行委員会

1 第９回実行委員会

2 第10回実行委員会

3 県補助金実績報告

◆年間スケジュール

5

6

8

◆実行委員

氏　　名 店舗名等

1 寺岡　拓海 八代高校２年

2 飯田　健二 夢∞元

3 江嵜　　悟 アシスト氷川

4 四宮亜花里 四宮商会

5 竹山　愼一 たけやま写真館

6 平岡　愼二 カワマタシステムズ

7 四宮すみ子 氷川町商工会女性部

◆事務局

氏　　名 所　属　等

1 稲本　美聖 八代清流高校１年

2 山本　遥介 小川工業高校１年

3 三好　逞心 八代二中３年

4 岩本　　剛 熊日宮原販売センター

する。さらに、伝統的な街並みや水辺

の散歩道の散策を誘引し、中心市街

地における伝統的なイベントの賑わい

作りにも寄与する。

■クラウドファンディング

プロジェクトの事業費は約330万円

で、クラウドファンディングの目標額は

260万円（うち手数料・返礼品が1/2）

です。６月になりましたら新聞折込み

でご案内しますので、ご支援の程よろ

しくお願いいたします。

【実行委員長：寺岡拓海】

甘茶かけ、無病息災祈る

～釈迦院で花まつり～

４月８日、泉町の釈迦院において、

お釈迦様の誕生日をお祝いする｢釈

迦院花まつり」が開催された。

本堂脇の花御堂に置かれた高さ約

２０センチの仏像に、ひしゃくで甘茶を

かけて無病息災を祈った。甘茶かけ

は、龍神が空から甘露の雨と花を降ら

せて釈迦の誕生を祝福したのが由来

とされる。

当日は晴天に恵まれて人出も多く、

コロナ禍の中、無病息災を祈願する

人で賑わった。



　

肥後田浦駅で乗客へインタビュー

班ごとに２日間で考えたことを発表 昨年のガキ大将キャンプの川遊び

話し合ったことを発表中

写真左：機械で薪割り、写真右上：のこぎりで枝落とし、写真右下：玉切りにして運搬

花炭がきれいに完成♪

ファーストペンギンになる(3５)
初めての間伐作業、ワクワクドキドキ♪
～坂より上地区の五右衛門風呂プロジェクト～

2019年夏から月１で書いている本連載。4

月からは「彩の国から～人と地球のための

新・幸福論」というタイトルでやることにした。

人が本当に幸せになるためにはどう生き

ればいいのか？そして、人の幸福と地球の

幸福を両立するにはどうすればいいのか？

この２点を、自分の言葉で、そして、できる

だけ自分の経験を基に書きたい。

◆眠らない街、渋谷

アメリカに留学するまでの3年間のかなり

の時間を、僕は眠らない若者の街、渋谷で

過ごしていた。大学が渋谷の近くにあった

ので、授業やサークル活動の日には、毎回

渋谷を通った。言ってみれば「思い出の

地」である。

入試に際して上京した時、一人で渋谷駅

前の有名なスクランブル交差点を歩いた時

の感覚を今でも鮮明に思い出す。冬真っ

盛りの2月にもかかわらず、行き交う人の熱

気や電光掲示板の明かりに飲み込まれるよ

うだった。

埼玉の静かなところに住む今からすると、

あんな人混みはまっぴら御免。でも当時は

一人暮らしで帰りが遅くなる日も多かったか

ら、毎晩自炊するわけにもいかない。という

ことで、渋谷の飲食店街は3年の間にかなり

歩き回った。

【彩の国から～人と地球のための新・幸福論②】
～眠らない街の外食文化～鈴嶋克太（子ども記者OB）

◆東京の外食文化

渋谷に限らず、東京の街の特徴は、夜１１

時くらいまで営業している飲食店の数が多

い点である。帰省時に熊本の中心市街地

を歩いたときなど、夜10時を過ぎれば人は

まばらで、閉まっている店が多いことに逆カ

ルチャーショックを受けた。東京の生活に

慣れ切って、知らず知らずのうちに「夜11時

ぐらいまで営業しているのが当然」という感

覚になっていたのだ。

なぜ、東京の外食事情はこうなのか？

落語で、大名家の若殿さまが、米の炊き

方や魚のさばき方を女中に教えてもらおう

として、とんちんかんなやり取りをする。とい

う小噺があるように、江戸時代の性別役割

分業観から言っても、江戸には料理をしな

い人がかなり住んでいた。そんな、武士や、

武士の生活を支えるための商人・職人のお

腹を満たすために、外食産業が発展したよ

うに思われる。

その事情は今でも変わらない。大都市の

飲食店が夜遅くまでやっているのは、仕事

が忙しいサラリーマンや、料理の能がない

一人暮らしの大学生が多いのが一因だろう。

僕もできるだけ自炊を心がけたが、東京の

外食文化に染まった時期もあった。

たしかに「外食」という行為は便利である

一方、負の側面もある。次回、「外食」と「自

炊」、それぞれの良し悪しを考えてみたい。

2022子ども記者クラブ県内研修in芦北(まち歩き編)

～肥後田浦駅と道の駅の活性化を考える～
2022ガキ大将キャンプ(8/8～11)～参加者募集！

◆参加者の感想

・インタビューで、「無人駅になって、なんだ

か少しさみしくなった」との声があった。この

学習を通じて、地域と駅の結びつきを考え

ることができた。

駅はそこの地域に住んでいる人と大きな

関わりがあり、改めて駅の重要性や可能性

について学べたので良かった。

・道の駅の休憩所で周辺の建物などを見て

調べ、夜は自分たちの班で調べたことを紙

にまとめたが、次は効率よく進めたい。楽し

かったことは、海水浴場に行って皆と遊べ

たことと、夜に男たちで話せたことだ。

この県内研修では、勉強と息抜きの２つが

できて楽しかったし、ぜひ次の研修会でこ

の勉強と同じようにやりたい！！

昨年８月、２泊３日で実験的に開催した

「ガキ大将キャンプ」ですが、 今年は海水

浴を含めバージョンアップして開催します。

県外からの参加もあり、楽しく交流できる

こと間違い無しです。お早めに申込み下さ

いm(__)m

１．期日：８月８日（月）～１１日（木）

２．対象：小３～中１生

３．場所：東陽町（２泊）、芦北町（１泊）

４．スケジュール

・１日目：30ｍのそうめん流し作り、散策

・２日目：宿題、川遊び、花火など

・３日目：宿題、山遊び、芦北町へ移動

・４日目：宿題、海水浴など

※天候により、プログラムを変更する場合

があります。

５．参加費：２０，０００円（予定）

いわっちょの面白写真
～見せるパン？味わうパン？～

最近、全国でフルーツのサンドイッチが

流行っているようで、知人もよくフェイス

ブックにあげています。西洋にはフルー

ツのサンドイッチは無く、日本に来て(ビッ

クリするのだとか。

ちなみに、このサンドイッチは重ねて食

べる？それとも、見ながら食べる？(*_*;

５月３日、東陽町坂より上地区で間伐体験をプログラムを

行い、まちの課題解決コースの８人が参加した。これは同地

区で、今年度に五右衛門風呂を整備されるため、子どもや

親子連れが楽しめるプログラムを考えるのが目的。

１回目となった当日は、同地区の武内設雄氏と橋永高徳

氏が講師となり、県道沿いの杉３本を伐採。子どもたちは、

慣れないのこぎりを手に苦戦しながら枝を落としたり玉切り

作業を行った。

地区公民館へ運搬後は、２班に分かれて電動機械を使っ

た薪割り作業。また、雨などで作業が出来ない時のプログラ

ムとして、葉っぱや木の実を炭化させる花炭体験を交替で

行った。

午後からは体験作業を振り返り、プログラムをより楽しくす

るためのアイディアを出し合った。
【感想・やりたいこと】

・のこぎりは、引く時に力を入れることを初めて知った。

・オノやナタを使った薪割りも体験したい。

・短い丸太を用意して、高く積み上げる競争をしたい。

・木や竹を違う長さに切り、楽器を作って演奏したい。

第２回目は五右衛門風呂の完成後に、風呂焚きや入浴を

体験し、同地区へ魅力的なプログラムを提案する。

４月２９・３０日の２日間、芦北町で子ども記

者クラブの県内研修があり、１０人が参加し

た。2005年に合併した旧田浦町で、地域の

活性化のために何ができるかを考えた。

肥後田浦駅班と道の駅『ひごうらら』班に

分かれ、それぞれ情報収集をおこなった。

集まった情報をもとに活性化につながる企

画を考え、四コマ漫画風にまとめた。

各班で役割を分担しながら、作業を進める

姿や悩みながらも意見を出している姿がと

ても印象的だった。うまくまとめることができ

ず、言葉に詰まってしまう場面もあったが、

やる気がみなぎっており、楽しいと言い合う

様子も見られた。

私は、後輩たちの発想力に驚きつつも、も

う少し工夫できたらという、これからの期待が

膨らんだ。

また、参加者にとっても自分にとっても、今

のレベルを知ることができるいい機会になっ

たはずだ。これから学ぶ多くのことをより身

に付けられるよう、努力していきたい。

【八代清流高校１年：稲本美聖】

６．申込み期限：７月２０日（水）

※定員になり次第、締め切らせて頂きます。

７．申込み方法：電話またはメールいて下

記っまで

・氷川のぎろっちょ：岩本090-3197-7908

・熊日宮原販売センター：62-3868

・kuma-miya@rainbow.plala.or.jp


