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くまモンは、いつどこでも大人気

カモなどの撃退装置の設置の様子

【写真提供：泉支所さま】

畑に侵入するシカなどにも効果大
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東陽校区のハンドボールチーム

【写真提供：東陽支所さま】

ミニコミ 【カラー版】
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食害に効果あり！24時間対応へ改良！！
東センサーで感知、レーザー光線と音で撃退～㈱J-bot

東陽校区が２連覇達成！
～市民体育祭ハンドボール大会～

３年ぶりに開催、盛況！
第１７回平家いずみお茶まつり

⦿昨年度の販売実績は？

～八代エリアが３５台で、次が玉名エ

リアの１５台です。両エリアとも、県振

興局が実験事業の一環として農家に

補助をしています。（上記の販売実績

を参照）

⦿農家の反応は？

～スタートはレンコン、イ草、ブロッコ

リーでしたが、夜間は９５％程度で効

果があり、満足されています。意外

だったのは宮崎県スポーツ施設協会

さまからの注文で、宮崎総合運動公

園内のスタジアムの芝生をカモが食

べ、その糞の清掃大変もだったようで

す。協会の方が熊日の記事を見て１

６月１２日、第１７回八代市民体育祭

ハンドボール大会が鏡体育館で行わ

れ、東陽校区が優勝し２連覇を達成し

た。

今 大会には、代陽、松高、千丁、東

陽校区の４チームが出場。東陽校区

のみ男女混合でのチーム編成だった

が、前半を女子主体のメンバー構成、

後半を男子チームで戦うという監督の

采配が功を奏した。

初戦の千丁校区との試合は、２点差

を追う展開から終盤にキーパーのナイ

スセーブからの速攻を決め、１９対１７

の僅差で勝利。松高校区との決勝戦

は、男子用のボールに慣れてきた女

子選手がシュートを決めると、男子も

早いパス回しからのコンビプレーで相

手ディフェンスを崩し、２４対１４で勝利

した。

試合終了後には、男女とも東陽校区

の選手に県民体育祭の選抜メンバー

招集があり、今後の活躍が期待される。

農作物の被害でお悩み

の方はお早めに♪

■新規事業に着手①
～東陽ブランド化推進協議会事業～

東陽ブランド化推進協議会は、国の

山村活性化支援交付金を利用して、

山村の地域資源を活用し所得・雇用

の増大を図る取り組みを実施。今年

度は、以下の３つの事業に着手する。

①山菜、ハーブなどの

生産・商品開発

②ジビエ流通・商品開発

③観光・農村交流事業

【問合せ先】

農林水産地域事務所 65-2114

台購入され、その後、追加で４台購入

されました。

⦿現在の状況は？

～夜行性だと思われていたカモが、

昼間も襲来するようになりました。そこ

で、これまでの蓄積した出没データや

映像を分析し、現在、光と音で２４時

間対応できる装置を開発しています。

⦿カモの行動が変化している？

～本来、海の貝類や海藻を食してい

たのに、資源が乏しくなったのでしょう。

レンコンを食べ始め、さらにブロッコ

リーの美味さに味をしめたようです。そ

れにより、昼夜を問わず飛来するよう

になったのだと思います。

渡り鳥による食害が年々深刻になっている中、昨年秋に緑色のレーザー光線によりカモ

を撃退する装置を開発した株式会社J-bot（氷川町）の松岡雄一社長。昨年９月に引き続

き、これまでの実績や現在の取り組みについて追跡取材を行った。

写真左：畑に群

がるカモの大群。

人が近づくと飛

び立つ。写真

右：カモが飛来

するとセンサー

が感知して音で

撃退。表：昨年

度のエリアごと

の販売実績。

また、作物によって被害が違うため、

さまざまなアプローチをしています。そ

の結果、樹木の新芽を食べるシカや

畑を荒らすイノシシにも有効で、林業

の方からも注文をいただきました。

⦿装置の設置に適する時期は？

～カモ類は秋から春にかけて飛来し

ますので、１０月頃には設置されること

を勧めしています。

現在２０台の注文をいただいていま

すが、部品の少量の取り引きはコスト

高になり、ウクライナ戦争の影響もあっ

て部品の納入に遅れが出ています。

このため、注文からすぐに納品するこ

とは難しいのが現状です。

また、設置や操作方法の習得にも時

間がかかりますので、少しでも早くご

相談いただければと思っています。

⦿行政の動きなどは？

～８月に県主催でカモ類による農作

物被害防止研修会が開催され、弊社

の取り組みも紹介します。関係者が一

丸となり、少しでも早く有効な策を見

出したいところです。

６月５日、第１７回平家いずみお茶ま

つりが、ふれあいセンターいずみで３

年ぶりに開催され、雨にも関わらず家

族連れなど多くの人で賑わった。

茶葉の手炒り釜や野点の体験に加

え、物産コーナーでは新茶や特産品

の販売、豪華賞品が当たるガラポン

抽選会が行われた。

また、ステージイベントでは、樅木神

楽保存会による伝統芸能の披露、くま

モンが登場した際はダンスで会場を

盛り上げていた。

なお、前日に開催された製茶等品

評会の上位入賞者４人の表彰式も行

われ、製茶部門では橋口有共氏が最

高賞を受賞、５連覇を達成した。



　

私の自炊料理から坂より上地区公民館での調印式

坂より上地区の上原昭郎区長と宮原販売センターの広田敏夫店主ががっちり握手

お茶の泉園のあ新たな店舗

ファーストペンギンになる(37)
活性化を目指し、包括的連携協定に調印

～坂より上地区と熊日宮原販売センター～

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。

◆「料理」の範囲が狭まっている？

アメリカ留学時、僕がカップ麺にあり合わ

せの野菜をトッピングして食べていたら、

「普段自炊を全くしない」という友人から、

「今日は何の『料理』？」と聞かれたことがあ

る。僕としては、料理する暇がなく手を抜い

ていたつもりだったので、「料理？」と首を

傾げた。

彼にとっては「カップ麺に野菜を追加して

食べる」程度のことでも立派な「料理」（自

炊）になるらしい。何をもって料理（自炊）と

するかは、人によって変わるのだ。

料理の範囲は、時代によっても変わる。現

代の食料品売り場には、万能調味料、顆粒

出汁、魚の切り身、カット野菜、冷凍チャー

ハンなど、便利な商品が並んでいる。たい

ていが過去50年ほどの間に生まれたもの。

カット野菜や冷凍チャーハンに至っては、

広まったのは2000年代以降だ。現代人の

料理の幅は、狭くなっているのである。

【彩の国から～人と地球のための新・幸福論③】

考察「自炊派？外食派？」その②

やっぱり自炊はすべき！～鈴嶋克太（子記者OB）

◆料理の範囲を広げる～自分と地球のた

めに

「人間にとって栄養になる、生産性が高い

作物や動物を集中的に育てること」を農業

と言う。1万年前に人類が農業を始めて以

降、技術の発展に伴い、より少ない人手で

より大量に生産できるようになった。

手が空いた人は、農業以外の仕事（たと

えば、政治、芸術、科学、建築など）を選べ

るようになった。そのおかげで、科学技術や

文化は発展した。

その一方、負の影響も生じた。19世紀後

半、効率性を追い求めて化学農薬が使わ

れるようになった。また、いくつかの作物や

家畜の生産に伴って、海外の森林が破壊

されるようになった。

自分の手で作物を育てない人・料理をし

ない人が増えるにしたがって、そういった負

の側面は無視されるようになった。負の影

響の多くが、一般消費者の目に見えないと

ころで起きているからである。

皆が農業をしたり、自給自足の生活をし

たりするのは難しい。でも、僕が今やってい

るように、休日だけでも農作業をしてみる。

それが無理でも、野菜は自分で切る、魚は

自分でさばく、出汁は自分で、味付けも自

分で、といったことは誰にでもできる。すると、

「この食べ物はどこでどうやって作られてい

るのか？」という問いも湧いてくるだろう。

料理の範囲を広げることが、健康に、そし

てエコに暮らすことにもつながっていく。こ

れこそ、僕が自炊派である理由だ。

いわっちょの面白写真
～夏休み拡大版～
～復興への思いを込めて～

兵庫県立美術館の前に立つこの女
の子の名前は「なぎさ」ちゃん。海を
見つめるクルクル目玉が、神戸の街
並みに似合っていますかね。
「なぎさ」ちやんは、阪神・淡路大

震災20年のモニュメントとして建立さ
れ、希望の象徴としての「輝く太陽」
を手に持ち大地に立ち、世界中のす
べての災害からの復興・再生を見
守っているそうです。♪

竜宮伝説が残る長崎県対馬市豊
玉町の和多都美（わたづみ）神社。
海中に立つ「一の鳥居」が台風で倒
壊したが、鳥居再建資金をクラウド
ファンディングで寄付金を募ったとこ
ろ、目標が鵜の５倍の約2700万円が
寄せられたそうな。高波で倒壊した
鳥居は、身代わり鳥居として再建立
されてました♪

3学期の復習、高校入試に
熊日中１・２・３クラブがオススメ！

★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。

◆申込みとお届け

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、弊店より各ご家庭へお届けいた

します。

６月２５日、坂より上地区と熊日宮原

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だ。

同地区には、熊日宮原販売センター

が主催する地域づくりインターンなど

が、2015年から７年間で全国12大学

から50人の大学生が訪れています。

さらに、同センターの子ども記者クラ

ブの活動も活発で、2016年より毎年川

遊びや合宿で地区を訪れている。

今回の協定を機に、これから坂より

上へ私たちが出向くことが多くなるだ

ろう。これまで以上に地区について知

ることができ、協定を結んだことにより

前とは違う視点で地域を見ることがで

きるだろう。

調印式にはコロナで後輩たちが参

加できなかったが、みんなでしっかりと

考えて活動していきたいと思う。

【八代二中２年：三好逞心】

■新規事業に着手②
～有限会社 お茶の泉園～

泉支所の下流に、(有)お茶の泉園

のティーパック工場および直売所が

完成した。直売所ではお茶のソフトク

リームやかき氷も販売されるが、コロナ

の影響で保健所の営業許可が少し遅

れている。

ミニコミ紙火の川を見た！と言って

来店すると、粗品としてお茶のティー

パックがもらえる。

【問合せ先】

・８月２日まで：67-2617

・８月３日から：62-9977


