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笠松橋公園に移植されたエビネ蘭

【写真提供：東陽支所さま】
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火の川

地域活性化と若者の人材育成でタッグ
東陽町坂より上地区と宮原販売センターが連携協定

笠松橋公園に１１０株定植
～熊本中央エビネらん愛好会～

２０２２参加者募集中！
サマーチャレンジスクール

６月２５日、東陽町坂より上地区にお

いて、同地区と熊日宮原販売セン

ターとの包括的連携に関する協定が

調印された。これは、相互に緊密な連

携と協力をすることにより、同地区の

情報発信や地域ブランドの振興、交

流人口の拡大に加え、子どもや若者

の人材育成を目指すもの。

■交流の経緯

東陽町は2015年より「東陽地域山村

活性化事業」に着手したが、同地区は

５月１５ 日、河俣地区の笠松橋公園

に熊本中央エビネらん愛好会からエ

ビネらん約１１０株が寄贈され、同愛好

会の６人の会員が移植した。

八代地区会員代表の八岡功氏は、

「橋の景観を高め、笠松橋の観覧者

に楽しんでもらいたい」と話していた。

花の見ごろは４～５月で、来年の開

花が待ち遠しい。

小中高大生の５つの

プロジェクトが始動♪

■小中高大生で議論、そして実行

さらに昨年８月、大学生２人が同地

区の調査に入り、①SNSによる情報発

信、②間伐体験、③チョークアートの３

事業を提案した。

その後１０月より、毎月１回のペース

で「まちの課題解決・探究コース」のメ

ンバーとオンラインで議論。今年度は、

小中高大生が役割分担を決め５つの

事業（右表参照）に取り組む予定だ。

このうち同地区で年内に五右衛門風

《夏休みの小学生って…》

保護者さんのお悩みトップ3

◎宿題やらせるのが大変

◎ダラダラ過ごして生活習慣が乱れ

る

◎せっかくの夏休み色んな経験させ

てやりたい

そんなお悩みを解決するのが、夏

休みの居場所づくり「サマーチャレン

ジスクール」です。

すでに定員の半数以上の申込を受

けていますので、充実した夏休みを

すごすためにぜひご参加ください。

・主催：ひかわスポーツクラブ

・期日：氷川町の夏休み期間の平日

・時間：８時～１７時

※18時までスタッフ対応可

・会場：氷川町公民館ほか

・参加費：２２，０００円

・入会金：２，０００円

・対象：小学生

・定員：４０人

・申込：下記フォームより

https://forms.gle/F5MyTEccrkTnVs8

MA

申込後、齋藤より確認の連絡

第17回平家いずみお茶まつり

２年間中止となっていた

「平家いずみお茶まつり」

が、特産物の販売を中心

に下記のとおり開催される。

★日時：６月５日（日）９時～１５時

★会場：ふれあいセンターいずみ

※例年と会場が異なり、駐車場は泉

運動広場。また、会場への無料シャト

ルバスがある。

※来場の際は、マスクの着用、手指の

アルコール消毒、検温にご協力くださ

い。

★問合せ：平家いずみお茶まつり実

行委員会事務局（泉支所地域振興課

内）℡６７－２１１１

５月３日に坂より上地

区で開催した、まちの

課題解決・探究コース

の間伐体験プログラム

で説明を行う橋永高徳

氏（左）、坂より上地区

の情報発信を行う公式

ＬＩＮＥ（中）、公式ＬＩＮＥ

のＱＲコード（上）

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。

ヤマメの養殖のほか、ブルーベリーや

葉ワサビの栽培などに積極的に取り

組んでいる。

2016年、全国の大学生８人が同地

区を調査し、地区内における宿泊機

能と体験プログラムの充実により、地

区の財源確保を提案していた。

呂が整備されることから、

５月にはに間伐体験を

含むプロジェクトに着手。

今夏の大学生らとも協働

し、地域の活性化を目

指しながら自らの人間力

向上を目指す。

【岩本剛】



　

私たちの活動は、最新の公民（中学校）と公共（高校）の教科書に掲載されています

試作品に大満足！四宮風佳さん＠５期生

昨年のガキ大将キャンプの川遊び

ファーストペンギンになる(36)
８月からスタート、６期生募集♪

～まちの課題解決・探究コース～
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。

◆外食のメリット

学生時代、僕は自炊派だった。もちろん

食費を削るためである。自炊した方がお金

が掛からないのは、いちいち計算しなくても

分かる。一方、ネット上には、特に一人暮ら

しの場合、「外食の方がコスパが良い」とい

う主張をする人も多い。理由は、概ね以下

の通りである。

まず、時間の節約になる。外食をすること

で、「何を作るか考え、買い物に行って、料

理して、片づける」という手間が省けるので、

その分の時間を、仕事、趣味、勉強などに

あてるべき。というのである。

次に、外食の方が、美味しいものをいろい

ろ食べられる。自炊で毎日の料理にバリ

エーションを持たせるのは、かなり難しい。

外食の場合には、「食べたいものを食べた

いときに」という選択が可能になり、その分、

自分の味覚を豊かにすることもできる。

【彩の国から～人と地球のための新・幸福論②】
考察「自炊派？外食派？」その①～鈴嶋克太（子記者OB）

◆節約だけじゃない自炊のメリット

社会人になった今でも、僕は自炊中心の

生活を続けている。ただし、仕事、趣味、勉

強の時間も削りたくないので、自炊は週2回

ほど。一回で5食分くらい作り置きして、少し

ずつ食べている。自炊にこだわるのは、そ

こに「節約」以上の利点があるからだ。

まず、自分の体に取り入れるものを、自分

の基準で選べる。野菜はできるだけ有機栽

培のもの、食品はできるだけ自然に近いも

のを選んでいる。外食では、この点が不安

である。外食企業は基本的に、コストを削

減して、利益を増やそうとするものなので、

食材はできるだけ安いもの・人工的なもの

を利用している場合が多い。

そして、自炊は創造性のトレーニングにも

なる。「あちゃー、冷蔵庫に大根とモヤシし

かない。今日は、コンビニに買いに行こ

う。」ではなく、その二つでどんな主菜・副

菜ができるかを考え、短時間で効率よく料

理する。慣れてくると案外楽しい。この「残り

物で賄う」という発想は、食品ロスを減らす

ことにもつながり、環境にも優しい。

他にも自炊のメリットを上げようとすれば、

きりがない。今回は、個人レベルで考えた

が、次回は俯瞰的・社会的な視点で考えて

みたい。

この夏、一歩踏み出したい高校生、益城町に集まれー！
～学校ではできない学びが、ここにある♪～

６月１８日、３期生が中心となって取り組ん

でいる「2022ぎろっちょ縁道プロジェクト」で、

参加店舗に設置する石像の試作品２体が

完成した。台座と合体させると、高さは約４

８ｃｍになる。

黒い石像はまだ水分を含んでいるため、

着色されていないが、顔の向きを正面か上

向きにするかを実行委員会で検討し、左の

石像に決定。近くで見ると、だれもが笑顔

になれるぎろっちょだ♪

2022ガキ大将キャンプ(8/8～11)～参加者募集！

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。

関東ほか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
～これ何？リアル！！～

写真のお魚は、とある学校の児童の間

で流行っているものらしいです。とてもリ

アルで、３枚におろして刺身にしてみた

い(笑)

実は、これらは「ふでばこ」なんですよ

ね。いまどきの品は、、、まあ生臭くなけ

れば、何とか耐えられますかね('_')

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：電話またはメールにて下

記まで

・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

まちの課題解決・探究コースは、現在１期

生から５期生まで１７人が活動し、７年目。１

期生の私たちは、「耕作放棄地の解消」を

テーマに㈱氷川のぎろっちょを設立し、後

輩たちも道路や水路環境の向上などを目

指して活動しています。

コースに参加したことで、毎週土曜日の定

例学習会をはじめ、取材対応や農作業によ

り土日や休みが有意義な時間に♪

また、全国の幅広い職業、年齢の人との

交流により知識と経験が増え、自分の世界

が広がり、コミュニケーション力が付きます。

さらに、受験や就職にも有利ですよ！

コースでは８月から活動をスタートする６

期生を、下記のとおり募集します。私たちと

一緒に、活動をしてみませんか？

【熊本高専３年：堀川桃子】
◆募集概要

・対象者：小５生～高１生

・定 員：５人程度

・定例会：毎週土曜日、昼または夜

・活動費：毎月５，０００円

・説明会：７月８日（金）19時半～20時

事前申込み、場所は後日連絡

岩本（090-3197-7908）

go-iwamoto@grape.plala.or.jp

ミニコミ紙４月号で紹介しましたが、高校

生には真に探究の時間が問われています。

そこで、まちの課題解決・探究コースとも

交流のある「マイプロジェクト実行委員会」

の事業を紹介します。

-----

マイプロジャーニーｉｎ益城
「いつも笑わないあの人を、笑わせて

みたい」

「クラスの雰囲気を良くするために、ど

うにかしたい」

「もっと人が集まる町にしたい」

・・・

マイプロジェクトは、そんなジブンからうま

れる地域や身の回りの “こうあってほしい”

を見つけて、プロジェクトを立ち上げ、実行

する中高生の活動です。

この夏、いつもと違う場所で、いつもと違う

人と、旅のように、出会って、語り合って、考

えて、自分だけのマイプロジェクトを見つけ

てみませんか？

ご参加、お待ちしています！

【イベント概要】
■日程：７月～１０月の４回連続講座

① 7月24日（日） 12時30分～16時30分「マ

イプロジェクトって何だろう」

② 8月11日（木・祝）10時00分～16時00分

「フィールドワークしよう」

③ 9月 4日（日） 12時30分～16時30分「マ

イプロジェクトを宣言しよう」

④ 10月 2日（日） 12時30分～16時30分「ブ

ラッシュアップしよう」

※時間帯等、変更になる可能性があります

■場所：熊本県益城町内の施設

■参加費：無料

■対象：高校生、またはそれに

準ずる年齢の方

■定員：１５人（先着順）

■申込：下記フォームより

https://forms.gle/PUwKT7SVBho6kWVM9

※〆切 ７月１４日（木）23:59まで

※定員になり次第締め切ります

■主催：マイプロジェクト益城実行委員会

■共催：マイプロジェクト熊本県事務局

■後援：熊本県教育委員会、益城町、益城

町教育委員会、全国高校生マイプロジェク

ト実行委員会

みんな笑顔になれるよ♪～ぎろっちょ石像の試作品完成


