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天草出身の柔道選手が世界一に！
世界ジュニア柔道選手権大会で優勝

たいご

で優勝した牛深町出身の杉本大虎さんが12
月27日、市役所を訪れ優勝を報告しました。
３歳から柔道を始めた杉本さんは、牛深小
学校卒業後、柔道の腕を磨くため親元を離れ
て進学し、現在は日本体育大学の２年生。
「国
内外の大会で優勝を積み上げ、オリンピック
に出場したい。夢は金メダルです」と意気込
みを話してくれました。

びす様の里に集う

倉岳えびす祭り・倉岳えびすマラソン大会

▲

ストレッチを行うようす

10月にクロアチアで開催された「2017
世界ジュニア柔道選手権大会」個人60㎏級

え

東京ヤクルトスワローズ山中投手との交流会

市特別表彰を受けた杉本さん︵右︶

▲

郷土のプロ野球選手と交流

12月30日、東京ヤクルトスワローズで活
ひろふみ
躍する新和町出身の山中浩史投手と同町の子
どもたちの交流会が行われました。ストレッ
チの指導を受けたり、キャッチボールをする

など交流を深めた子どもたち。ピッチングも
披露され、プロの投球に歓声があがっていま
した。山中投手からは、「努力はうそをつか
ない。目標を高く掲げてがんばってほしい」
とエールが送られ、子どもたちは大先輩の姿
に目を輝かせていました。

受

験生を地域で応援

へのかっぱストラップを贈呈
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（下津浦地区コミュニティセンター
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9：00〜17：00（鬼池地区コミュニティセンター、鬼池地区各所）

天草市教育力活性化推進大会
10㊏

第４回天草里海づくり報告会

市民シアター事業
「喜びも悲しみも幾歳月」

【〜23日】
（本渡第一映劇）
□ 建国記念の日
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振替休日

9：00〜
（天草市役所前スタート）

2018天草つんのでフェスタ
17㊏

主な内容

13：00〜
（天草市民センター展示ホール）

﨑津資料館みなと屋講座

13：30〜15：00
（﨑津資料館みなと屋
〔河浦町〕
）

うしぶかみなとフェスティバル海食祭ｗｉｔｈキビルフェス2018

10：00〜16：00（牛深会場：うしぶか海彩館、長島会場：蔵之元港周辺）

18

第３回大宮地川シロウオ祭り 8：00〜12：00
（はまぼう群生地駐車場
〔新和町大宮地〕
）

御領史跡探訪 健ポ 15 9：30〜14：00（五和町御領大島地区）
天草ロザリオウォーク 健ポ 15 9：00〜（市役所天草支所）

19㊊
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▲元気に駆け出す子どもたち

▲
「へのかっぱ」
で受験を乗り切ると誓った中学生

１月14日、倉岳大えびす像公園一帯で「倉
岳えびす祭り・倉岳えびすマラソン大会」が

栖本まちづくり協議会は１月９日、栖本中
学校で高校受験を控えた３年生32人に「へ

開催されました。祭りでは、えびす太鼓の披
露や地元漁船による海上パレード、福引付き

餅投げなどが実施され、多くの人でにぎわい
ました。マラソン大会には、３･５･10ｋｍ
のコースに県内外から978人のランナーが
参加。大えびす像に見守られながら、新春の
倉岳路を寒さに負けず走っていました。
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のかっぱストラップ」を贈りました。同協議
会が、「自分の目標に向けてがんばってもら
いたい」と、地元のかっぱ伝説にちなんだ手づ
くりのストラップを毎年贈っているもの。受
け取った原田綾乃さんは、「第１希望の進路
に向けて努力を重ね、これからの困難を乗り
越えていきます」と意気込みを話しました。

21㊌ 女性のための無料法律相談

10：00〜12：00
（市男女共同参画センターぽぽらす）

22㊍
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自主防災組織リーダー養成講演会

12月中の異動

※
（
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内は前月比

82,560 （82減）

出生

39人

男

38,724 （42減）

死亡

114人

女

43,836 （40減）

転入

100人

世帯数

37,256 （24減）

転出

107人

人

口

問い合わせ先

第３回島あじマラソン大会

14：00〜
（御所浦地区コミュニティセンター）
健ポ 15

9：00〜
（本町地区コミュニティセンター）

栖本歴史探索ウォーク 健ポ 15 9：00〜（栖本総合グラウンド）
第７回九州アカペラコンサートinあまくさ2018
14：00〜、18：00〜
（天草市民センターホール）

26㊊
27㊋
28㊌

12月28日現在

14：00〜16：00
（天草市民センター体育館）

本町ぶらりウォーク大会
25

人のうごき

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

支

所

牛 深☎ 2111・有
御所浦☎ 2111・倉
栖 本☎ 3111・新
五 和☎㉜1111・天
河 浦☎ 1111

明☎ 1111
岳☎ 3111
和☎㊻2111
草☎㊷1111
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無病息災・家内安全を願って
荒河内地区鬼火焼き

今年の一字は「寿」

40年ぶり！歓喜の大合唱

大浦阿蘇神社ライトアップ

ベートーベン作曲交響曲第９番のコンサート

今年１年の無病息災・家内安全を願う鬼火
焼きが、１月７日、五和町城河原の荒河内十

五社宮前で行われ、地区の住民約100人が
参加しました。竹や木などで組み上げられた
高さ約８ｍのやぐらに火がつけられると、勢
いよく燃え上がりました。火が弱くなると参
加者は竹先に餅を挟んで焼いたり、ふるまわ
れたぜんざいや猪肉などをおいしそうにほお
ばり、正月の伝統行事を楽しんでいました。

小学生が地元の“よかとこ”を案内
第８回楠浦よかとこスタンプラリー

▲ライトアップされた今年の一字

有明町大浦地区にある大浦阿蘇神社が、
12月31日から元旦にかけてライトアップさ
れました。同地区振興会の会員が、投光器や
灯籠などを使って境内を幻想的に彩るもので

今回で８回目。
地区の皆さんに幸あることを願い、今年は
「寿」という字をタコつぼ139個で作成。初
詣のため家族で訪れた参拝者は、「毎年楽し
みにしています」と話していました。

伝統行事で１年の健康を願う
一町田八幡宮

寒詣で

12月17日、天草市民センターで40年ぶ
りに第九のコンサートが開催されました。

12月16日、「御 所 浦 中 学 校・強 歩 大 会」
が行われ、生徒56人が健脚を競いました。

「オーケストラの演奏で第九を歌いたい」
と市内で声楽を指導する江﨑文雄さんが呼び

同校グラウンド発着の御所浦島と牧島を巡る
20kmのコースで毎年実施しているもの。

かけ、賛同し集まった中学生から86歳まで
の市民102人が４月から練習を重ねてきま
した。熊本交響楽団64人による演奏に、ゲ
スト独唱者ら40人を加えた総勢206人によ
る迫力のコンサート。歌い手も聞き手も歓喜
の時間を過ごしました。

遠山校長の「帰って来いよ！」とのかけ声
に、「おー！」と手を上げて元気にスタート
した生徒たち。思い思いのペースで走り、先
頭は１時間20分ほどでゴールしました。
完走後は、保護者からふるまわれた豚汁を
食べ、疲れた体を癒やしていました。

年末の恒例行事

聖なる夜を満喫

お正月用タイ、ブリ発送

大江冬まつり

とこスタンプラリー大会」が行われ、124
人が参加しました。楠浦地区振興会が町内に
ある名所旧跡を多くの人に知ってもらおうと

開催。今年は、ボランティアガイドに加えて
楠浦小学校の４年生13人が各ポイントで名
所の説明を行いました。
参加した尾上匠くんは、「はっきり説明で
きた。楽しかった」と話していました。
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１月５日、河浦町の一町田八幡宮で二十四
節気のひとつの小寒にあわせて無病息災を祈

願する 寒詣で が行われました。これは大
正時代から約100年続く伝統行事。早朝か
ら子どもや高齢者など40人が集まり、両手
を高く突き上げる「天突き体操」や舟をこぐ
姿をまねた「ろこぎ体操」で今年１年の健康

を願いました。参加した小学生は、「体がポ
カポカになった。今年は中学生になるのでが
んばりたい」と笑顔を見せていました。

うしろはま

12月28日、牛深漁港後浜荷さばき場で、
お正月用のタイ、ブリの発送が行われました。
これは牛深商工会議所「ハイヤのふるさと牛
深会」事務局が牛深の新鮮な魚をお正月に届
けようと毎年実施しているもの。
荷さばき場では、水揚げしたブリを１匹ず
つ計量し、５㎏を超えたものだけを箱詰めす

る作業が行われました。箱詰めされたタイ、
ブリは全国各地から申し込みのあった
1,604件に発送されました。

プレゼントを渡すサンタ

１月７日、楠浦町の名所を巡る「楠浦よか

天突き体操のようす

▲県指定文化財の「楠浦の眼鏡橋」を案内する児童

▲

ブリの箱詰め作業のようす

▲
▲

御所浦中学校・強歩大会

▲スタートを待つ生徒たち

▲コンサートのようす
▲餅を焼くようす

20km走りきるぞ！

12月24日、大江教会一帯で「大江冬まつ
り」が開催され、市内外から約200人が訪

れました。大江地域づくり振興会が毎年開催
しているもので、キャンドルの幻想的な明か
りに迎えられた観光客は、イルミネーション
で飾られた天主堂でのミサにも参加。
ロザリオ館周辺では、サンタクロースから
子どもたちへのプレゼントや長崎大学の学生
らによるアカペラコンサートもあり、会場は
やさしい歌声に包まれていました。
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