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泉コミュニティセンターへ持ち込まれた農産物をコンテナに詰め替え

登山道の整備や清掃をおこなうメンバー
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アーチの清掃を行うオールトヨタ社員
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火の川

泉の農産物・加工品をよかとこ物産館へ
課題は会員＆出荷額の増加～泉がまだす集出荷部会

東陽石匠館の大掃除♪
～元気だけん！くまモン県PJ～

熊日緑のリボン賞の贈呈式
泉・五家荘登山道整備プロジェクト

⦿集出荷事業のきっかけは？

平成３０年度から３年間、山村活性

化支援交付金事業（1000万円×３年

度）に取り組み、そばやホウズキ、ゆ

ずマーマレードやジビエ料理ほか、さ

まざま事業に取り組みました。

一方で、農作物等栽培に関するア

ンケートでは、生産・販売体制の構築

により安定した集出荷の仕組み作りが

必要！実験期間中に試行錯誤を重

ねて、現在２年目を迎えています。

（坂梨）

⦿出荷額の推移は？

実験期間中は100万円からスタート

元気隊のメンバーは、当日の強い日

差しと厳しい暑さにも関わらず、石匠

館のモニュメントや階段に生えた苔を

高圧洗浄機やブラシを使って根気強

く清掃。作業終了時には、モニュメント

の獅子が見違えるほど真っ白に生ま

れ変わった。

今回の作業には、屋外での電源確

保のためにトヨタ自動車の燃料電池

自動車「トヨタ・ミライ」２台が投入。ミラ

イの外部給電システムにより、高圧洗

浄機の同時使用が可能となった。

生きがい作り、所得向上、

地域の活性化を目指す

⦿現時点での課題は？

２年の実験期間もあったので地域の

理解は得られていますが、物産館ま

で往復５０ｋｍ。当初は１回の出荷に

つき、会員から200円の負担金をいた

だいていましたが、現在は300円に引

き上げました。

出荷コストを下げるためにも、会員

数をさらに増やし、余っている農作物

を少しでも出荷して欲しいと思ってい

ます。（松永）

昨年度より、毎週２回（火・土曜日）泉コミュニティセンターに持ち込まれた泉町の農産物

や加工品を、よかとこ物産館（新八代駅そば）へ出荷している泉がまだす集出荷部会（岩

村広人部長）を取材。松永純一副部会長と、坂梨伸一事務局長に話を聞いた。

写真左：泉コミュニティセンターへ農産物を持

ち込む会員、写真上：よかとこ物産館の棚へ

陳列する坂梨事務局長。

７月９日、熊本市の熊本日日新聞本

社にて、熊日緑のリボン賞（2022年前

期）の贈呈式があり、「泉・五家荘登山

道整備プロジェクト」が団体の部で受

賞。

同賞は、長年にわたって環境美化

や社会奉仕などに取り組んでいる団

体や個人をたたえるもので、今回の贈

呈式には、６団体４個人が参加した。

同プロジェクトは2008年結成され、

五家荘で登山道の清掃や標識設置

などに取り組み、その長年の活動が

評価され今回の受賞となった。

し、130万円に増加。昨年度は150万

円で、今年度は170万円を目指してい

ます。（坂梨）

⦿お客様の反応などは？

会員の商品管理が

徹底していて、12・15・

19時に売上状況を把

握できるのですが、午

前中で完売することが

多いですね。

さらに、全商品にロゴマークを付け

ていることも、差別化というか信頼の

品として定着しているのではないかと

思っています。（坂梨）

◆チャレンジすることが大切

高齢化に伴い、免許証の返還によ

り出荷者や出荷量が減少することは

直売所の魅力減につながる。１０年

程前、弊店のてい送（配達員へ新聞

を届ける）車での集荷や、乗り合いバ

スでの集荷について検討したが、前

者は鮮度と天候、後者は乗客が無い

場合の課題があった。

とは言え、何事もチャレンジしなけ

れば始まらない。行動しながら新たな

知恵が生まれ、地域の活性化につな

がることを期待したい。【岩本剛】

７月１日、「元気だけん！くまモン県

プロジェクト」の一環として、オールトヨ

タ社員で結成する「元気隊」１０人が石

匠館の清掃作業を行った。

同プロジェクトは、県と県内オールト

ヨタ６社が連携し、地域の課題解決に

向けて頑張っている人達を応援すると

ともに、地域の魅力を発信することを

目的にボランティア活動を行うもの。

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。



　

平 副町長より氷川町の住宅政策についてのレクチャーを受けるインターン生

8/22作成した企画書を全員でチェック

大満足だった白岩戸公園の川遊び

ファーストペンギンになる(38)
全国の大学生と氷川町の課題を考える♪

～インターン＆全国大学生政策アカデミー～

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。

◆『おひとりさま』の街、東京。

最近よく耳にする言葉、「おひとりさま」。

東京で学生一人暮らしを始めた時に気付

いたのは、「おひとりさま」仕様のお店の多

さである。地元では、「家族で行くものだ」と

思っていた某定食屋やうどん屋のチェーン

店だが、首都圏では店内がカウンター席メ

インでおひとりさま向けの内装にされている

場合が多い。単身者が多い大都市で、一

人でも多くのお客さんを入れるためだ。

焼き肉、鍋、ラーメン、カフェ、カラオケな

どを見ても、大都市に限った話ではないが、

やはり東京には「おひとりさま」のお店が多

いなぁと思う。「おひとりさま」向けのお店で、

ぼーっと過ごす時間が僕は好きだった。

◆気楽で良いのは確かだが、、、。

「おひとりさま」のメリットは他にもある。周り

と合わせずに、好きなタイミングで好きな

【彩の国から～人と地球のための新・幸福論⑤】

「連帯論①～『おひとりさま』の街、東京。」

～鈴嶋克太（子ども記者OB）～

場所に行ける。自由に考え事にふけって、

やりたいことに没頭できる。この「おひとりさ

ま」文化、日本以外の国では珍しいという。

周りの目を気にせず自由気ままに生きられ

る社会。それはそれで良いかもしれない。

しかし、かつての僕がそうだったように、生

活の全局面で「おひとりさま」を貫くことはで

きない。たとえば、体調不良で学校の授業

を休んだ時、その日のノートを見せてもらう

なり、授業内容を教えてもらうなり、友達に

助けてもらわないといけないだろう。

東大には日本各地から単身上京してくる

学生が多い。そんな彼らが学生生活で孤

立しないように、毎年春、新入生対象・参加

必須のオリエンテーション合宿（通称「オリ

合宿」）が行われている。時に過酷な大学

の学業を乗り越えるために、学生同士、互

いに「協力する心」を持つことが期待されて

いるのである。

一方、東大生が通過してくる日本の入試

制度は、勉強すればするほど点数が上がる

筆記試験が中心である。そこでは「自分の

問題は自分で解決するしかない」という「協

力」とは対極的なマインドが助長されている

のではないか。

次回以降、「協力・連帯」の意味について、

「おひとりさま」とのバランスの取り方につい

て書いていこうと思う。

いわっちょの面白写真
～炭治郎が割った？～

長野県須坂市にある亀裂の入った
巨岩は「竜の割石」と命名。山の斜
面にあった岩が70年以上前に転が
り落ち、衝撃で小さな亀裂が入った
そうな。炭治郎が修行の末に、一刀
両断にしたあの岩に似ている！と話
題になっているそうです。

◆地域づくりインターン

熊日宮原販売センターでは、今年で２２年

目を迎える地域づくりインターン事業を８月

２２日からスタートした。例年より受け入れ期

間を短縮し、参加者も２人だが、今回初めて

まちの課題解決・探究コースのメンバーが

参加している。

初日の２２日は、オリエンテーション後、３

時間の企画書学習会。２３日は町内散策に

続き、平副町長より氷川町の住宅政策につ

いてレクチャーを受けた。今後、学生目線で

住宅政策の提案をまとめる。

・期間：８月２２日～３０日

・参加者：２人 ※下記参照

小林弥琴（大阪市）
（摂南大学法学部２回生）

特技など：高校の時から現

在もアーチェリー部に所属。

インターンの動機：ゼミの授

業でインターンが紹介され、

氷川町のまちづくりに貢献

してより良い町にしたいと

思ったから。

小さい頃から人と関わるこ

とが大好きで、地元の方々

と協力して楽しくかつ真剣

に取り組み、将来にも活か

せられるような取り組みが出

来たらと思う。

政策アカデミーでも他の

人にはないような面白い発

想力や独創性で突き進ん

でいきたい。

また、最終的にはインター

ンを通してどのようなことを

学んだか、それを今後どの

ように活かすか。学んで終

わるのではなく、その先を

見据えていくことが重要で

あり、自分が学んだことや伝

えたいことを発信していきた

い。

堀川桃子（宇土市）
（熊本高専建築社会デザイ

ン工学科３年）

特技など：１１年間続けてい

るピアノと水泳。

インターンの動機：氷川町

に7年間住んでいた。小学1

年生の頃から宮原に来るイ

ンターンの大学生と毎年交

流していたが、いつの間に

か自分もインターンに参加

できる歳になっていた。

今までは楽しむ側だった

が、苦しむ側にもなってみ

たいと思い参加を決意した。

今回初めて政策アカデ

ミーに参加するが、いつも

話し合いをしているメン

バーとの議論ではないので

緊張感がある。「７年間、ま

ちの課題解決・探究コース

で何を学んできたの？」と

言われないように、コミュニ

ケーション力を生かして頑

張りたい。

◆全国大学生政策アカデミー

また、2020年より中止としていた氷川流域

連携・全国大学生政策アカデミーは、コロナ

禍により泉・東陽・鏡町の住民との交流を避

けるために、連携を断念した。ただし、本年

は１０周年ということもあり、氷川町から提示

された課題について、PCR検査等を受けた

学生１６人（まちの課題解決・探究コース３

人含む）が４チームに分かれて議論。氷川

町職員も１チーム参加するが、住民との交

流は行わない。

なお、アカデミーには摂南大学、関西大

学、追手門学院大学、宮崎大学の教官が

参加。うち３人はインターンOB・OGであり、

１０周年記念フォーラムにはさらに３人の他

大学教官がオンラインで参加する。

・期間：８月２６日～２８日

・一般参加者：学生１６人（龍谷大学、摂南

大学、追手門学院大学、久留米大学、熊本

高専、宮崎大学）、氷川町職員（政策研究

会メンバー）

・その他参加者：教官６人、実行委員（平 副

町長、岩本）

【実行委員長：岩本剛】 楽しみにしていた３泊４日のガキ大将キャ

ンプは、コロナの感染者が増えたので、宿

泊がなくなり、８月１０日だけとなった。午前

中は、東陽と泉の地域を中心に周った。

私が特に気になった場所は、泉にある白

岩戸公園だ。赤い吊り橋が目印で、かわが

あるためみんなで泳ぐことができる。トイレが

断水のため使えなかったのが不便だったが、

キャンプができるのが良いと思った。

色々と周った後、矢山岳というところで昼

食を食べた。そこには展望所があり、望遠

鏡から遠くにある氷川中学校が見えた。景

色がきれいだったので、観光地としてもっと

人が来て欲しいなと思った。

【田ノ浦小６年：田辺眞子】

午後からは、白岩戸公園に川遊びをしに

行った。参加者は子ども記者４人、松橋と大

分から１人ずつの６人だ。

川は水がとても透き通っていてきれいだっ

た。川に入る時、水が冷たいと感じたが、み

んなと遊ぶにつれて少しずつ慣れていった。

流れの速い所や、深い所もあったが、うきわ

があったのでおぼれることもなく、時間を忘

れてしまいぐらい楽しく遊ぶことができた。

夏休みのとても楽しい思い出のひとつに

なった。

【宮原小６年：四宮風佳】

泉町の山と川を満喫♪
白岩戸公園は楽しすぎる


