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衣装を検討するコースの１・３・４期生 24体のぎろっちょ石像を採寸中

写真左：2/11実行委員会で飾り付ける試作品を基に議論、写真右：改良した石像の衣装

期間限定の「さしよりお雛らんち」♪

【写真提供：泉支所さま】

ギネス記録を更新した前田一喜さん

【写真提供：東陽支所さま】
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火の川

ぎろ石像に「ひなまつり衣装」を着せよう！
～ぎろっちょ縁道プロジェクト実行委員会～

オリーブの苗木差し上げます

ジャンボ晩白柚ギネス更新
八代地方果実品評会

２月１１日、ぎろっちょ縁道プロジェク

ト実行委員会では、２月２６日から３月

５日まで同プロジェクトに参加する２４

店舗のぎろっちょの石像に「ひなまつ

り衣装」を飾りつけることとした。昨年１

０月に石像を設置して以来、初めての

取り組みだ。

同実行委員会の事務局である「まち

の課題解決・探究コース」の中高生が、

昨年１２月から議論を開始。同コース

の１期生が試作品を制作し、３・４期生

も一緒に議論を重ね企画を練った。

実行委員会開催後は、急ピッチで作

氷川町恒例のひなま

つり展に、ぜひ足を

お運びください♪
・２月７日～３月２６日

・氷川町まちつくり酒屋

・宮原まちづくり株式会社

(53-5550)

１月１４日、県南広域本部で八代地

方果実品評会が行われ、ジャンボ晩

白柚の部で前田一喜さん（黒渕）が見

事に金賞を受賞した。同氏の晩白柚

は、自身のギネス記録を上回る５５５０

ｇという大きさで、今後、記録の更新が

申請される予定だ。

同氏は、「摘花やこまめな水やりなど

工夫して育てている。記録を更新した

実は、なり始めの頃から他より大きい

なと感じていた」と話していた。

【トータルヘアサロンカマダ】
美容室と理容室が併設されてい

るお店。美容室では髪質改善やエ

ステ、カラーストレートなど、理

容室ではパーマ、ツイスト、アイ

ロン、スキンフェードなどが自慢

だそうだ。

一人ひとり違う髪質に合わせて

薬品を取り寄せてもらえることや、

種類の多いメニューから選ぶこと

ができるのも魅力の一つだと思う。

新しいことに挑戦し続け、技術を

広めることを目標に様々な悩みを

解決されている。

・営業時間 8:00〜18:00

・所 在 地 氷川町宮原521−2

・連絡先等 電話62−2748、公式ライ

ン、Instagram

【たけやま写真館】
各種証明写真や記念写真、アル

バム写真、家族写真などの写真を

撮影できる。氷川町内で唯一の写

真館であり、小中学校の子どもた

ちを撮る機会も多い。一人で経営

する竹山慎一さんが、明るく優し

く話しかけられるアットホームな

雰囲気のお店。

大切な思い出、人生の一部を形

に残すものをきれいに撮りたいと

いう思いを写真に込める！という

思いで、撮影されている。

・営業時間 8:00〜18:00

・所 在 地 氷川町宮原566−1

・連絡先等 電話62−2634

ぎろっ子、お店めぐり①
～ぎろっちょ縁道PJ参加店紹介～

ぎろっちょ縁道プロジェクトの事務局である

「まちの課題解決・探究コース」のメンバーが、

プロジェクト参加店を訪問し、毎月２店舗を紹

介する新コーナー♪

１月21日、津奈木の美

術館にあるモノレールに

初めて母と乗った 。モノ

レールの中では、70歳くら

いで近所にいそうな元気

なおばちゃんが、周りの景

色を案内してくれた。驚い

たことは、この時期には珍

しい桜の花が、5輪ほど咲

いていたことだ。

また、頂上には幸せの

鐘があり、私は力いっぱい

叩き津奈木の町中に鐘の

音を響かせた。そして、

『林の中にひっそりといる

達仏を見つけると楽しい

よ』というおばちゃんの一

言で達仏に興味がわき、

早速出かけて母と見つけ

る競争をした。

何度も通っている道なの

に、車を降りて散策しない

と初めて知ることが沢山あ

るんだなと考えることがで

きた。津奈木の良さをもっ

と知ることができたのは、

案内してくれたおばちゃ

んがいたから。おばちゃん

は、津奈木にとって欠か

せない存在だと思う。ぜひ

みなさんもおばちゃんに

会 い に 来 て み て 下 さ

い！！
【田ノ浦小６年：田辺眞子】

ふれあいセンターいずみでは、期

間限定でランチメニューをご用意して

います！ぜひ、足をお運びください。

【期間】令和５年３月５日まで

【メニュー】さしよりお雛らんち

刺身/てんぷら/焼き物/煮物/茶碗

蒸し/お吸い物/雑穀御飯/漬物/デ

ザート

【価格】1,760円（税込）

【問合せ】ふれあいセンターいずみ

☎６７－３５００【期間】１２月

季節のランチはいかが♪
ふれあいセンターいずみ

熊日宮原販売センターでは、弊店

の読者の方を対象に、オリーブの苗

木を１世帯に１本差し上げます。苗木

の高さは４０～６０ｃｍで、限定５０本。

ご希望の方は、平日の９～１６時に

弊店までお越しください。期間】１２月

津奈木町

の魅力♪
おばちゃんと達仏

ぎろっちょ縁道プロジェクト

宮原地区の国道３号の上下線３００ｍに

おいて、歩道をきれいにし、歩いて楽しい

空間にするために行動するプロジェクト。参

加24店舗には、多様な表情のぎろっちょの

石像が設置されている。

業がスタート。役割分担を決め、石像

の採寸と型紙の作成、裁断から縫製

まで一致団結して取り組んだ。

中高生たちは、「今後はぎろのぼり、

七夕やハロウィンなどの飾り付け、一

般から募集して衣装コンテストなどに

も取り組みたい」と話している。



　

写真上：小牧市での食事会、写真左下：2017年の県外研修、写真右下：2018年の県外研修

左：写真①、右：写真②

わらしべ市でリンゴを販売する子どもたち

プレゼントをラッピングする次男くん

幼稚園でのギフト交換の様子

ファーストペンギンになる(43)
愛知にてお世話になった方々と昼食会♪

～愛知・長野の取引先研修～その４
今年の1月は10年に一度とも言われる寒

い日が多かった。埼玉は熊本より緯度が

高いことに加えて、海に面していない内陸

県だから、東京・千葉・神奈川と比べても寒

さが厳しい。最低気温は連日が氷点下で、

1月26日は-7.1℃まで下がった。

◆日本の家は寒すぎる

今回ほどの寒さでなくても、日本で冬の家

庭の風物詩と言えば、ストーブに電気カー

ペット、こたつ、電気ヒーターなどが常に

セットである。

ところがどっこい、この光景は、日本のお

家が悪い意味で「ヤバい」ことの裏返しなの

だ。日本では全国的に見て、脳卒中や心

筋梗塞、心不全などのいわゆる「ヒート

ショック」原因で救急搬送され最悪亡くなる

人が、冬場に増える傾向にあるとのこと。

例えば、住空間を快適に保つために必要

な「最低温度」は18℃とされている（世界保

健機関（WHO）の推奨）のだが、日本では

北海道、新潟、千葉、神奈川でしか達成で

きていないらしい。

さらに、日本の家の場合、暖房が入って

いる部屋とそれ以外の空間（部屋、廊下、ト

イレ、風呂場など）との温度差が大きいせい

で、血圧の急激に変化しやすく、「ヒート

ショック」を起こしてしまうという（1月17日放

送、NHKクローズアップ現代『実は危な

い！ニッポンの“寒すぎる”住まい』）。

◆簡単！断熱対策

番組でも言われていたように、日本の家

【彩の国から～人と地球のための新・幸福論⑩】
「寒すぎる日本の家 ～ 部屋の暖め方～」

～鈴嶋克太（子ども記者OB）～

寒いのは、「窓が薄い（＝二重になっていな

い）」「すき間が多い」等の理由で、外の冷

気の侵入を防げていないことが原因だ。

そこで今冬、僕は以下の断熱対策を施し

た。

①ビニール製の「断熱カーテン」を、窓や

キッチンの換気扇の周りに掛ける（写真①）

②玄関のドア・郵便受けに緩衝材（「プチプ

チ」）を張る（写真②）

他にも暖房の効率を向上させるために、

以下のことを行った。

①扇風機で室内の空気を循環させる

②加湿器を入れる（人の肌は、湿度が高い

と温かく感じるらしい）

どれもお金は掛からないが、お蔭で一番

寒い日でも、暖房の設定温度18℃で十分

温かく過ごすことができた。ぜひ試してみて

ほしい。

いわっちょの面白写真
～路線バスの貨客混載～

知り合いが東京都檜原村の路線バスに

乗車した時、クロネコヤマトのスタッフが

荷物をセットして下車したそうな。過疎地

域では、貨客混載の時代なんですね。

過去３回のレポートとは前後するが、初日

の９月６日は、小牧空港近くのレストランで

昼食会を行った。参加者は、吉橋久美子さ

ん（豊田市）と猪辺明音さん夫婦（岐阜市）。

「くらすば」代表であり一級建築士の吉橋

さんは、子ども記者クラブの「おかしの家づ

くり」の講師として２回来町。さらに、2017・

2018年の子ども記者県外研修でもお世話

になっている。

また、猪辺さんは岩本剛氏が小布施時代

の地域づくりインターンで、2017年の県外

研修では妊婦ながら学習会に対応。高校・

大学時代の多様な活動、野菜ソムリエの店

「のら」での仕事に加え、「ベジフラワー」体

験プログラムを提供して戴いた。ちなみに、

猪辺さんは2015年のドラフト１位でソフトバ

ンクホークスに入団した高橋純平投手（県

立岐阜商）の実姉である。

食事会では早々にプレゼント交換となり、

互いに近況報告を行いながら楽しいひとと

きを過ごすことができた。

【熊本高専３年：堀川桃子】

探究の時間、発表の機会も無駄にしない！
～熊本スーパーハイスクール生徒研究発表会～

１２月３日、崇城大学で『令和４年度熊本

スーパーハイスクール(KSH)生徒研究発表

会』が行われた。2022年度から新たに高校

のカリキュラムにおいて開始された「総合的

な探究の時間」(以下「総探」)で、どんな内

容が行われているか、みなさんはご存知だ

ろうか。

まず「総探」とは、「教科や科目の枠を超

えた横断的、または総合的な学びの時間」

である。生徒自身がテーマを設定し、それ

について「探究」する、その成果を発表する

というような内容である。

今回行われた活動は、生徒が成果や研

究結果を学校の外部で発表する機会であ

る。コロナの流行により、３年ぶりの対面型

での発表会となった。県内２６校から約440

名の高校生や、各学校の引率者が参加し、

賑わいを見せた。

参加者には番号が振られ、ポスターセッ

ションの形で奇数と偶数に別れ、前後半で

発表を行った。自分の興味のある発表を聞

きに行く形である。発表のあとには、質疑応

答などの時間もあり、質問やアドバイス、感

想を言った。

参加者からは、「初めてでとても緊張した」

「多くのことを学ぶことができ、とてもいい経

験になった」という声を聞いた。はじめは緊

張した様子だったが、段々と発表に慣れて

余裕を持ち、他の参加者と話している姿も

見られた。閉会式後には、なんだか少し大

人になったようなスッキリとした面持ちで帰

る姿が印象的だった。

私は「不登校の子どもたちが抱える悩み

〜私たちに何が出来る？」というテーマで

発表し、いくつか学んだことがある。「チャン

スは無駄にしないこと」「相手に合わせた

話し方やスピーチをすること」。他にも、発

表に対してのアドバイスなどこれからの活

動や人生に生かせる学びがあった。

2019年の１２月に初めて感染が発覚した

コロナウイルス。あれから約３年が経った。

今の若い世代は、修学旅行を始めとする学

校行事の中止・短縮で多くの学びの機会を

失っている。「第８波」が懸念されているが、

一刻も早くコロナウイルスの拡大が収まり、

今回のような貴重な体験を行える機会が増

えることを願っている。

【八代清流高１年：稲本美聖】

２月になり、アイダホ州ボイジでも暖か

い日差しを感じる日が増えてきました。

今回は、バレンタインについて紹介します。

アメリカのバレンタイン、子どもたちが

幼稚園や学校でクラスの人数分のギフト

を配るイベントとして定着しています。誕

生日でも、誕生日を迎えた子どもがクラ

スの人数分のギフトを配るという風習が

あるので、バレンタインもまさに同様。準

備は親の出番です。バレンタイン前にクラ

スの人数を聞いたり、子どもと一緒にギ

フトするものを選んだりしました。

ただ全てのクラスが行うわけではなく、

あくまでも担任の先生の判断。長女（小

５）のクラスの先生は「授業の中でバレン

タインの学習をするので、家庭で用意し

ないように」とのメールがありました。一

方、長男（小３）と次男（年中）は人数分の

バレンタインギフトを準備するようにとの

案内プリントがありました。クラスの運営

は、基本的に担任の先生に一任されてい

るなぁと思ったところです。

ということで、今年の我が家のバレン

アイダホ州にて、新生活⑤
親の出番って、大変だわ(>_<)

～横道圭恵（氷川町早尾出身）～

タイン当日にたくさんのギフトを持ち帰り、

長女は授業の中で先生やお友だちとバ

レンタインを楽しんだ一日となりました。

日本でのバレンタイン、皆様いかがお過

ごしでしたでしょうか。

１２月１０日、氷川町まちつくり酒屋で第２

２回わらしべ市があり、まちの課題解決・探

究コースの３～５期生７人が参加した。

今年は全国わらしべ交流２０周年で記念

企画を検討していたが、愛知県でのみかん

販売と重なり、例年通りに実施された。

当日は早朝よりたくさんのお客様が来られ、

午前中で箱売りリンゴが品切れ状態になり、

１３時頃に完売した。みんなお客様対応で

忙しかったが、充実したリンゴ販売だった。

【氷川中２年：四宮咲弥】

小布施リンゴ、完売したよ
～全国わらしべ交流２０周年～


