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写真左：雄大なイエローストン国立公園にて、写真右：ゴムボートで川下りをしたボイジ川左側４人目から順に下山商工会長、平副町長、寺岡実行委員長による除幕（アシスト氷川）

　　石像設置店のパンフレット

ぎろっちょと清掃でおもてなしの商店街
～ぎろっちょ縁道プロジェクト実行委員会～

ユズ収穫スタッフ募集！
泉町里山組合うぃずゆ～

みなさん，こんにちは。横道圭恵（旧姓

上田）と申します。氷川町早尾で生まれ育

ち、宮原小、氷川中を卒業。その後、八代

高校から広島大学に進学し、現在は広島

県の特別支援学校教員として働いていま

す。家族は、夫と子どもが3人（小４、小２、

年中）います。

今年の8月から、夫の赴任に伴って家族

でアメリカ合衆国アイダホ州ボイジに住み、

来年夏に帰国予定です。そんな中、熊日

宮原販売センターの岩本さんから寄稿依頼

がありましたので、アメリカ生活の一部をお

届けいたします。どうぞよろしくお願いいた

します。

州都ボイジは、ビルやホテルが建ち並ぶ

街ですが、少し離れると牧草地帯や荒野が

広がる自然豊かな場所です。ボイジには

「グリーンベルト」と呼ばれる、ボイジの人々

に愛されている緑地地帯があります。

グリーンベルトは、ボイジ川に沿って遊歩

道が整備され、サイクリングやウォーキング、

夏には川下りを楽しむことができます。私た

ちも来てすぐに川下りを楽しみました。

川下り当日は、5人分のライフジャケットと

ゴムボートを借りて、いざ出発！しかししば

らくすると、なぜか片側から空気が抜けてい

き…すれ違った他社の日本人駐在員さん

から、「空気抜けてますよ〜こちらに乗りま

すか？？」と、声をかけてもらう有様。ただ

半分の空気でも川下りには支障はなく、無

事全コースを終了。

ゴムボートを返却する際に事情を説明す

ると、どうやらスタッフのミスだったようで、翌

日に全額返金がありました。ボイジ川から、

ウェルカムサービスを受けたような川下りで

した(*^。^*)

・その他：収穫道具は不要、農作業の

出来る服装、トゲが刺さる可能性があ

るので厚底の靴を

・連絡先：平川（090-3328-5436）

アイダホ州にて、新生活①
グリーンベルト、川下り

～横道圭恵（氷川町早尾出身）～ 新連載

20221016熊日朝刊

１０月１日、ぎろっちょ石像の除幕式

を国道３号沿いのアシスト氷川におい

て実施した。ぎろっちょ縁道プロジェク

ト実行委員会の主催。

このプロジェクトは 、氷川町宮原地

区の国道３号の上下線３００ｍにおい

て、沿線の店舗が歩道を清掃し 、歩

いて楽しい空間にするために行動す

るプロジェクトである。本年４月、エリア

内の商店主とまちの課題解決 ・探究

コース３期生ら１１人で実行委員会を

組織。９月までに、計６回の会議を開

催した。

除幕式では、実行委員長の寺岡拓

海（八代高校２年）が「実行委員や商

店主の方々の協力があり、未熟な私

たちを支えていただいた。今後、この

プロジェクトの活動がさらに広がるよう、

今後もご支援いただきたい 」とあいさ

つした。

また、来賓の平副町長からは「商店

街の活性化は町の大きな課題であり、

大変感謝している」。下山商工会長は

「活動に敬意を表し、商工会も連携し

て応援したい」と述べられた。

なお、今月８日、参加２４店舗にさま

ざま表情の「ぎろっちょ石像」を設置し

た。同じ顔の石像は一つもないので、

ぜひお気に入りのぎろっちょを見つけ

ていただきたい。

【八代二中３年：三好逞心】

◆財源内訳（２７０万円）

・熊本県夢チャレンジ推進補助金：２

００万円

・クラウドファンディング：約７０万円

（現在も、継続して寄付を募集中）

宮原販売センター子

ども記者クラブは、設

立から１２年目を迎え、

現在５６人が所属して

います。最近はコロナ禍により活動を

控えていましたが、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、

多様なプログラムを行っています。

今秋も下記のとおり小３生の入学式

（保護者同伴）を行いますので、ぜひ

ご応募下さい。

・日 時：１１月５日（土）14:00～16:00

・場 所：まちづくり情報銀行２F

・内 容：活動紹介、記者グッズの

配付、おかしの家作り

・費 用：１，０００円

・申込期限：１１月２日（水）

・申込先：熊日宮原販売センター

(62－3868)

E-mail：kuma-miya@rainbow.plala.or.jp

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～

うぃずゆ～（泉町の農家や会社員７

人が2014年設立）では、地域の茶園

やユズ園の草刈り、収穫、剪定作業を

受託し、産地の維持活動を行ってい

ます。

この活動の一環として、ユズの収穫

倍とスタッフを募集しますので 、ご協

力いただける方はお早めに申込み下

さい。

【ユズ収穫倍のバイト】

・期日：11月26日（土）、27日（日）

・時間：９時〜１６時

・集合場所：泉町振興センター

・バイト料：コンテナ１杯20kgの収穫

で1000円



　

左：松浦璃音さん（小3）、右：浦詩音さん（小5）

Agri Union合同会社のパンフレット

長野県小布施町のAgri Union合同会社の深川代表社員より会社運絵について学ぶ

ファーストペンギンになる(40)
良いものを届けたい！の精神を学ぶ♪

愛知・長野の取引先研修～その２

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。

◆「キャンパスコミュニティ」って？

僕は東大をやめてアメリカの小さな大学

に留学したが、振り返って「留学して良かっ

た」と心から思っている。アメリカの小規模な

大学には、“キャンパス・コミュニティ”という

「学生、教授、事務職員、地域の人など、大

学に関わる全ての人でつくる文化があり、

皆その文化の一員だ」という考えがある。

「そこに参加している一人ひとりがコミュニ

ティに多様性をもたらし、その多様性にこそ

価値がある」という文化。僕はその文化に救

われ、育てられた。

高校から大学にかけて続いた、試験の成

績によって評価される日々。授業の内容も、

先生が教えたことを理解して、記憶するスタ

イルがほとんどで、一人ひとりの異なる意見、

ユニークな視点等はほとんど問われてこな

かった。試験は、自分と他人と比べるため

のもの。その結果を左右するのは、究極的

には自分の努力。だから、一人でやろうと

思えば、どこまでも行ける。

ところが、アメリカではそう簡単に行かな

かった。留学開始直後に、言語の壁が立ち

はだかる。本を読むのも遅い、文章を書く

【彩の国から～人と地球のための新・幸福論⑦】

「連帯論③～「キャンパス・コミュニティ」

一人ひとりの価値と多様性」～鈴嶋克太（子記者OB）～

のも遅い、しゃべるのも遅い、講義の内容も

十分には理解できない。留学開始後3週間

で、僕の心身は限界に達した。そんな状況

では、必然的に人の助けを借りるしかない。

◆できなくて良い。困ったら人に頼って！

それから1か月間、僕は学内の心理カウン

セラーに通い、対処法を聞いた。そしたら、

「困ったことがあったら人に話したり、助けを

求めたりして良いんだよ。だって、人から頼

りにされて嫌な人はいないでしょ」と言われ

た。「困りごとは全部、自分で解決できる」と

考えていた僕には、目からウロコだった。

さっそく、ルームメイトやクラス内の他の学

生などに、積極的に話をするようになった。

授業でも、分からないなりに自分の意見や

疑問を率直に述べたり、論文課題に自分ら

しい視点を盛り込むようにした。筆記試験の

点数だけでなく、僕のそういう姿勢を認めて

くれた先生たち・母校には感謝の言葉しか

ない。

経済を見ると、アメリカは日本以上の競争

社会であり、その格差の現状には目を覆い

たくもなる。しかし、僕が通った大学内には、

一人ひとりの存在そのものに価値を置き、

皆で一つのコミュニティをつくる、といった

協力の文化があった。このマインドを、僕は、

これから先も忘れないようにしたいと思って

いる。

いわっちょの面白写真
～台風対策は、完璧だぁ～

９月、猛烈な台風が直撃する進路
予想の中、弊店の台風対策が一段
落。ふと、お隣の畑中電機工業さん
を見て、ぎょえ～っ！こんな縦列駐
車なんて、真似できません(>_<)

９月７日、長野県小布施町で深川悠さん

が立ち上げた「Aguri Union合同会社」に向

かった。この会社は、おぶせファーマーズと

いう農家の任意団体の販売代行からスター

トし、昨年４月に設立。農作物の卸販売を、

主に行っている。

農家さんの出荷しやすい規格や希望する

価格帯で仕入れ、信頼関係を構築している

出荷先に販売できることが会社の魅力であ

る。プルーン・桃・ぶどう・りんごなど果物が、

取り引きのほとんどを占めている。

最初は農家さん約３０人の団体で、課題を

言い合うだけで進まず、このままではいけな

いと思い会社設立に至ったという。「AguriＵ

union」という会社名には、「農家さんと共同

団体でお互いに助け合う」という意味が込め

られている。

前日に訪問した愛知県のスーパーなどで

は小布施コーナーが設置され、「年間を通

していろいろな品種の果物を卸してもらえる

ので、売り場に活気が出て助かる」と好評だ

そうだ。

会社の経営者として、従業員さんや農家さ

んと仕事をする中で気を付けていることを聞

いたところ、以下の４点を挙げられた。

①責任を持てないことは、一人で判断しな

いこと、②取引先や農家さんと、程よい距離

感を保つこと、③思い込みをしないこと、④

状況を確認したうえで対応すること

私も会社を経営する立場であり、責任を

持って対応すべきだと大変勉強になった。

【熊本高専３年：堀川桃子】

９月２４日、松山市で開催された第１回

芦原会館全日本ジュニアSABAKIトーナメ

ントにおいて、芦原会館八代支部に所属す

る松浦詩音（しおん）さん（宮原小５）と松浦

璃音（宮原小３）さんの姉妹が、各学年の型

の部で優勝した。

松浦姉妹は４年半前から空手を始め、コ

ロナ禍で大会が開催されなかったこともあっ

て、2人とも今回が初優勝。最初は不安と緊

張があったが、決勝戦では落ち着いて型を

披露できたらしい。

詩音さんは「ミット稽古が楽しく、サポー

ターを受けているので痛くない」、璃音さん

は「姉と組み手をやると、むきになってしま

う」と笑っていた。

支部長の本村龍之介氏は、「コロナ禍で

オンラインの練習は辛かったが、２人は練

習日以外にも自宅で練習をし、ノートにそ

空手家の姉妹、全国制覇
新国際空手道連盟 芦原会館

９月６日から３日間、㈱氷川のぎろっちょの幹部４人で、取引先の販売手法や出荷体制な

どの研修を行った。 愛知県では、昨年１２月から柑橘類の出荷が始まった㈱かもしたの鴨

下専務を初めて訪問。長野県では、４年前から柑橘類とリンゴの取り引きを行っている小布

施町の小布施屋と、Agri Union合同会社の深川代表社員を訪問した。

今回は、３回シリーズの２回目。

の内容を記している。世界大会へ向けて、

頑張って欲しい」と話していた。

同支部は会員が３１人で、元村氏と坂田

公暢氏が指導。毎週月・水曜日は氷川中

武道館、㈮は東陽小体育館で練習してい

る。入会等については、本村支部長（090-

2584-8929）へ。

五家荘紅葉祭の催し
・期間：10/30～11/30

■関連イベント

平家の里「琵琶と夜神楽」

「筑前琵琶」が披露されます。

・日時：１１月６日（日）

第１部：１４時～

第２部：１７時～

・場所：平家の里（樅木）

・入場料：大人410円、小人200円

観覧料は無料です。

■交通規制について

「紅葉祭」開催期間中の五家荘地域

においては、交通混雑解消のため下

記日程で交通規制を行います。

詳細については、「泉支所だより１１

月号」や「市役所ホームページ」など

でお知らせします。

１１月3日(祝)・６日(日)・１３日(日)

◆第48回東陽しょうが祭
・日時：１０月２３日（日）8:30～14:30

・場所：道の駅東陽および周辺

【おもなイベント】

○ショウガ、農林水産物の販売会

○品評会表彰式・入賞ショウガ展示

○セグウェイ・キックボード乗車体験

○ヤマメのつかみ取り

※小学生以下先着100名 9:30 

○縁日コーナー、キャンピングカー

展示

○高校生ブース、日本遺産中学生

ボランティアガイドﾞ

○ステージイベント（雅太鼓・石匠太

鼓ほか）

○ガラポン抽選会（はずれくじなし）

・問合せ先：地域振興課(65-2111)


