Treasure Island TOPICS

九州西岸地域の観光ルートとして期待！
長崎・﨑津航路が運航開始

玉入れで一致団結！！
アジャタ大会開催

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺
産」の構成資産がある長崎と天草・﨑津をつ
なぐ旅客船「びっぐあーす」が運航を開始し
ました。７月７日の運航初日、第１便が﨑津
おかみ

漁港に到着すると、乗客48人を天草女将の
会や地元住民・保育園児、くまモンや地元ゆ
るキャラたちが出迎え、牛深ハイヤ踊りも披
露されました。乗客は、「船の揺れも少なく
快適だった」「たくさんの人に歓迎され感動
した」などと話していました。

七夕飾りをプレゼント

御所浦小学校子ども民生委員ふれあい七夕事業

７月７日、子ども民生委員として市社会福
祉協議会から委嘱を受けている御所浦小学校

の４〜６年生57人が、手づくりの七夕飾り
を御所浦町の75歳以上のひとり暮らし高齢
者150人に配りました。高齢者との交流を
通じて見守り活動を行う目的で初めて実施し
たもの。児童たちが訪問して七夕飾りを手渡
すと、高齢者は、「とてもうれしい。ありが
とう」と笑顔で受け取っていました。
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▲

6月27日、栖本地区振興会主催の「アジャ
タ大会」が栖本体育館で行われました。誰で

も楽しくできるニュースポーツ振興を目的に
毎年取り組んでいるもので、今回で10回目。
中学校の生徒と先生、職場や地区住民などで
編成された14チームが参加。3分間で100
個のボールをいかに速く「かご」の中に入れ
るかを競いました。応援団の声援を受けなが
ら、各チーム見事なチームワークで、会場は
大いに盛り上がりました。

おいしいコーヒーで“お・も・て・な・し”
河浦地区公民館事業おもてなし講座

▲

石臼でコーヒー豆を挽くようす

▲笑顔で七夕飾りを受け取る高齢者

７月６日、河浦町の一町田地区コミュニ
ティセンターで「おいしいコーヒーでおもて
なし実践講座」が開催され、地元住民20人
が参加しました。河浦地区公民館が実施した
もので、
講師の亀子研二氏から、
おいしいコー
ヒーの入れ方講和を聞いた後、コーヒー豆を
石臼で挽くユニークな方法を体験。参加者が
披露するギター演奏を聴きながら、「香りが
よくておいしい」と入れたてのコーヒーを楽
しんでいました。
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イ ベントカレンダー
タイミングを合わせてアジャタ
ボールを投げる選手たち

﨑津漁港で歓迎される
乗客の皆さん

▲

平成29年

御所浦白亜紀資料館特別展【〜９月３日】

１㊋ 「恐竜展 −トリケラトプスの仲間とその進化−」
「第19回 恐竜絵画コンテスト作品展」
同時開催
9：00〜17：00
（御所浦白亜紀資料館）

２㊌
３㊍
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天草ハイヤ道中総踊り
５㊏

天草土人形講演会

６
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10㊍
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タコ供養祭 9：30〜（五多幸広場〔有明リップルランド〕）

□ 山の日

教会の見える﨑津みなとのフェスティバル

13

一斉避難訓練

14

介護保険

15

高額介護サービス費／臨時福祉給付金

16

世界遺産登録への道

17

あまくさン／スポーツ大好きっ子

21

くらしの情報

30

市民のひろば

33

健康ごよみ

34

天草の潮汐／行政相談所を開設

35

休日在宅病・医院／献血日程／
水道修繕当番店

36

いきいき健康

牛深地区成人式 10：00〜（牛深総合センター）
女性のための無料法律相談

天草市杯ミニバレーボール選手権大会

人のうごき

しんわサマーフェスティバル2017

６月中の異動

8：30〜
（天草市民センター）

21㊊
22㊋
23㊌
24㊍
25㊎

天草アーカイブズ書庫のバックヤード＆史料調査の見学会
13：30〜15：30
（天草アーカイブズ
〔五和町〕
）

）
内は前月比

35人
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106人

問い合わせ先
本

庁

天草市役所・市庁舎別館 ☎㉓1111

〒863-8631 天草市東浜町8番1号

天草アーカイブズ書庫のバックヤード＆史料調査の見学会

28㊊
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﨑津資料館みなと屋講座

13：30〜15：30
（天草アーカイブズ
〔五和町〕
）

６月30日現在

83,021 （60減）

人

夏休み化石セミナー【後期：〜27日（１泊２日）】
11：30〜
（御所浦白亜紀資料館）
13：30〜15：00
（﨑津資料館みなと屋
〔河浦町〕
）

30㊌
31㊍

天草市ふるさと応援寄附金

下田温泉夏まつり
〔夜市〕

18：00〜
（大多尾漁港周辺
〔新和町〕
）

29㊋

12

市職員を募集します

17㊍
18㊎
19㊏

27

恐竜の島 御所浦 を
車で巡ろう！
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20

20：30〜
（牛深港フェリー乗り場）

10：00〜12：00
（市男女共同参画センターぽぽらす）

26㊏

天草で遊ぶ夏

みんなの広場

13
14㊊
15㊋

20

6

18

18：00〜
（下田温泉広場
〔天草町〕
）

16㊌

宝島のわだい

フェリー ★ ザ ★ ハイヤ

15：00〜21：30
（河浦町﨑津漁港広場）

12㊏

主な内容
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19：20〜
（天草市役所〜天草信用金庫本店）
13：30〜
（本渡歴史民俗資料館）
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心のこもった民謡を唄う

牛深ハイヤ節全国大会・魚貫草刈り唄全国大会

自分だけのお地蔵さん
御領石彫刻教室

はまぼうに心癒やされて
はまぼう群生地除草作業

天草にティラノサウルス！？
大型肉食恐竜の化石発見

魚貫草刈り唄総合優勝
田村美穂さん

牛深ハイヤ節総合グランプリ
中村明子さん

▲

▲

▲石ノミでお地蔵さんを彫る参加者

▲除草作業のようす

▲７月５日に行われた記者会見のようす

７月１・２日、牛深ハイヤ節の唄を競う「第
おにき
17回牛深ハイヤ節全国大会」、魚貫町に古く

５月20日〜６月24日までの毎週土曜日、
市役所五和支所で御領石彫刻教室
（全６回）

７月２日、はまぼうの開花時期に合わせ、
新和町の群生地一帯で除草作業が行われまし

天草町に分布する約8000万年前の地層か
ら大型肉食恐竜の歯の化石が発見されまし

それぞれ自慢の唄声を競いあい、牛深ハイ
ヤ節は、熊本市の中村明子さんが15回目の
出場で念願の総合グランプリを獲得。魚貫草
刈り唄は、大阪府堺市の田村美穂さんが総合
優勝に輝きました。

ほしいと毎年２回開催しているもの。町内外
や地元石の会の会員など18人が参加。講師
だいとく
の石﨑大德氏の指導を受けながら、石ノミや
ハンマーを使って、個性あふれるお地蔵さん
を完成させていました。

や群生地を取り囲む沿道を中心に１時間半程
汗を流しました。
参加者は「たくさんの人に足を運んでもら
い、咲き誇るはまぼうに心癒やされてほしい
ですね」と話していました。

に見つかったもので、ティラノサウルス科の
特徴に類似しています。歯の大きさから全長
７ｍを超えるものと推定されます。この化石
は、９月３日まで同資料館で開催中の特別展
で一般公開されています。

から伝わる唄を競う「第３回魚貫草刈り唄全
国大会」が牛深総合センターで開かれました。

伝統の海の運動会

天草高校倉岳校マリンフェスタ
飾りを結びつける園児

冊に願いを込めて

高浜地区虫追いまつり

た。これは平成26年10月、御所浦白亜紀資
料館と福井県立恐竜博物館との共同調査の際

商店街に園児の七夕飾り

有明町民宿組合タコ八料理宣伝会

五穀豊穣を願って

た。早朝から町内の各地区振興会・県建設業
協会新和支部の皆さん約100人が、遊歩道

短

旬のタコを召し上がれ！

が開催されました。御領まちづくり振興会が
地域の宝である御領石のすばらしさにふれて

▲

▲大玉ころがし競技のようす
▲タコステーキを試食する参加者

６月29日、有明町の民宿あさひ荘で同町

の旗をなびかせ、虫を追い払うホラ貝や鐘、
太鼓の音を鳴らしながら水田の周囲約４km

生徒たちは、海上に設置した旗を取り合う
きょうそう
ビーチフラッグやシーカヤック競漕など、海

民宿組合が旬を迎えるタコをＰＲする「タコ
八料理宣伝会」を開催しました。同組合では、
平成２年から特産のタコを使った料理８品を

区に伝わる豊作の祈願祭「虫追いまつり」を
開催しました。地区住民30人が高浜八幡宮
で神事を行った後、五穀を表すとされる五色

ーキなどが並びました。料理を試食した参加
者は、「噛めば噛むほど味が出ておいしい」

を練り歩きました。最後に、五色の旗に付い
た虫を高浜川で洗い流す儀式も行われ、今年

「有明タコ八料理」として提供。タコ飯やタ
コの豚和えなどの郷土料理に加え、タコステ

と話していました。
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６月25日、天草町高浜地区振興会が同地

６月18日、倉岳町のえびすビーチで天草
高校倉岳校が、海の運動会「マリンフェスタ」

▲水田の周りを練り歩くようす
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の豊作を願いました。

６月28日から７月12日まで、本渡中央商

を開催しました。学校の活性化や地域社会と
の連携強化、自然との共生を目的に実施して
いるもので、今年で20回目。

店街に13本の七夕飾りが飾られました。こ
れは同商店街振興組合が商店街を身近に感じ
てもらいたいと近隣の保育園・幼稚園に飾り

ならではの競技に挑戦。砂まみれになりなが
ら砂浜を必死に駆け回り、楽しそうに競技し

た短冊を飾り付けに来た園児は、「字が上手
になりますようにって自分で書いたんだよ」

ていました。

付けを依頼し実施しているもの。
この日、色紙で作った飾りや願い事を書い

と教えてくれました。
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