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　天草まちづくり協議会では、地域の伝統
文化を継承していこうと、祭りなどの映像
を撮影するほか由来などを調査して記録し
ています。
　今秋は10月に開催された小田床菅原天
満宮例大祭と大江八幡宮秋季例大祭の準備
から本番、片付けまでを撮影。それぞれに
特徴があるため、しめ縄や神楽、太鼓打ち、
行列など詳細に記録し編集しています。
　映像は住民の皆さんに公開し、地域の伝
統文化の継承につなげていきます。

▲小田床菅原天満宮例大祭

地域の伝統文化を映像で記録
みんなで継承する伝統文化

　行政相談委員の段下千晶さんが総務大臣表
彰を受賞されました。18年間に渡り、市民
の身近な相談相手として行政に関する相談を
受け、解決に向け尽力された功績が認められ
たもの。段下さんは、「生前父が言っていた『役
割が回ってきたときに努力できるなら引き受
けた方が自分のためになる』との言葉を思い
出し引き受けました。今後も相談者に寄り添
っていきたい」と話していました。

　10月26日・27日、河浦町宮野河内上平
地区で市無形民俗文化財に指定されている
「産島八幡宮例大祭」が行われました。神功
皇后が皇子（のちの応神天皇）を出産したとい
う言い伝えから「産島」と言われるこの島で
の祭りは、全国でも珍しいご神体が海を渡る
祭礼。船には大漁旗が掲げられ、太鼓踊りや
獅子舞なども披露され、多くの見物客でにぎ
わいました。

▲船にご神体を乗せ、海を渡る

産島八幡宮例大祭
ご神体が海を渡る

▲熊本行政評価事務所長（左）、段下さん、中村市長（右）

段下行政相談委員に総務大臣表彰
相談者に寄り添う行政相談委員

　10月９日から16日にかけて、奈良県の２
つの高校から103人が修学旅行で新和地区
を訪れ、各家庭で民泊を体験しました。
　生徒たちは、野菜の苗植えや稲の脱穀など
の農作業を体験すると、「日ごろできない体
験ができて新鮮」と笑顔をみせていました。
　夕食では、ガネ揚げや海の幸など各家庭自
慢の田舎料理を堪能し、一泊ではありました
が天草での田舎暮らしを満喫しました。

▲稲の脱穀に挑戦する高校生 ▲﨑津保育園の園児が平和を祈り花まき

奈良の高校生が新和町で民泊体験
田舎暮らしを満喫！　

　10月27日、﨑津集落で「キリシタン伝来
450年祭」が開催されました。市内の３つ
の教会が主催したもので、16年振りに実施
された聖体行列では信者ら約150人が集落
内を巡って祈りをささげました。
　﨑津教会信徒会の吉村代表は、「宗教の区
別なく共存する文化が残るこの地は、平和を
達成する最適な場所。住んでいることを誇り
に思います」と話しました。

キリシタン伝来450年祭
16年ぶりの聖体行列

各地の話題はホームページの
トピックスでチェック！！
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西岡 勝成 さん
牛深町・73歳
旭日中綬章

元熊本県議会議員

しげやすみやした

宮下 重康 さん
旭町・70歳
旭日小綬章

元天草市議会議員

たけおそのだ

園田 長男 さん
本渡町本戸馬場・70歳

瑞宝双光章
元天草広域連合
消防正監

のりあきかない

金井 憲昭 さん
五和町城河原・72歳

藍綬褒章
自然公園指導員

よしずみのじま

野嶋 義澄 さん
本町本・64歳
藍綬褒章

自然公園指導員

れいこはらだ

原田 礼子 さん
南町・65歳
瑞宝単光章

元めぐみ保育園
主任保育士

くにおまつもと

松本 國雄 さん
有明町下津浦・71歳

瑞宝単光章
元天草広域連合
消防司令

おさむまつざき

松﨑  修 さん
有明町上津浦・64歳

瑞宝単光章
元天草市消防団副団長

　地域おこし協力隊として1年6カ月が経ち
ました。天草町の景観をドローンなどで撮
影し、Youtubeで配信しています。小田床
浜まで車で5分の下田南に移住して、休日
はマイボートで鰤、ネリゴ、ハタ類やアオ
リイカを釣り、握り寿司を作っています。
　休耕地をお借りして島らっきょうの栽培
にも挑戦。任期満了後の定住を目指し、観
光関係での起業準備を進めています。

地域おこし協力隊

小野 貴郁 さん
協力隊の動画

▲

たかふみ
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ぶり

▲大江八幡宮秋季例大祭
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　10月25日、消費者安全確保地域協議会の
設立総会が行われました。これは消費生活セ
ンターと関係機関が連携し、市民を詐欺被害
などから守るために設立されたもの。地域の
見守り活動や消費者被害の情報共有によっ
て、問題の早期解決や未然防止が期待できま
す。中村市長は、「本市から消費者被害がな
くなるよう、官民が一体となった消費者安全
対策に取り組みたい」とあいさつしました。

　10月21日、牛深東小学校２年生31人が
学校の野菜園にレタスの苗を植えました。こ
れは、「地域とともにある学校づくり」を目
指す牛深東地域学校協働本部の活動のひと
つ。学校運営協議会会長の江良春隆さんに教
わりながら丁寧にレタスの苗を植え、土いじ
りを楽しんだ児童。代表して平田ここさんが、
「大きくておいしいレタスになるようお世話
をがんばります」と会長に伝えました。

▲レタス植え楽しかった！

地域と学校の連携・協働活動
レタス苗大きく育ってね

▲関係機関と連携を強化

消費者安全確保地域協議会の設立総会
市民を消費トラブルから守る

　11月3日、栖本総合グラウンドで栖本かっ
ぱ祭りが開催されました。保育園から中学生
までの子どもたちが、太鼓やマンドリン演奏
などを披露。「練習の成果を発揮できてよかっ
た」と話していました。出店コーナーにはお
でんやがねあげなどが並び、杵でついたお餅
には行列ができていました。熊本市から訪れ
た人は、「おいしい食べ物に催し物もたくさ
んですね」と楽しんでいました。

▲和貴保育園のかっぱ体操 ▲「父ちゃーん、母ちゃーん」と呼ぶ声が哀愁を誘う 

栖本かっぱ祭り
可愛い河童たちがダンスを披露

　11月３日、天草町の福連木体育館で「福
連木子守唄＆童謡まつり2019in天草」が開
催されました。子守唄の保存・継承と地域振
興を目的に開催しており、今年で25回目。
　保育園児や小学生による子守唄や童謡の発
表のほか、交流連携を結んでいる五木村から
「五木の子守唄」の披露も。心温まる雰囲気
に包まれました。特産品の販売やバザーの出
店もあり、大いににぎわいました。

福連木子守唄＆童謡まつり2019in天草
心温まる時を過ごした

　11月６日、御所浦保育所の年中・年長児
15人が幼年消防クラブとして嵐口地区で防
火パレードを行いました。
　11月９日から15日までの秋季全国火災予
防運動に合わせて実施したもので、「火の用
心」と書かれた法被を着た園児たちがリズム
良く拍子木を打ち鳴らしながらパレード。
　通行人にティッシュを配りながら、「火の
用心お願いします！」と元気に呼びかけてい
ました。

　11月６日、五和小学校で五和町防犯パト
ロール隊と児童がグラウンドゴルフで交流し
ました。これは、児童に普段から防犯パトロ
ール隊員に見守られていることを知ってもら
おうと、五和町安全・安心まちづくり協議会
が実施したもの。代表して６年生の宮本遼牙
さんが、「隊員さんにいつも見守ってもらっ
ているおかげで、安心して登下校しています」
と感謝の作文を発表しました。

▲児童代表からの感謝作文朗読

五和町防犯パトロール隊と児童が交流
いつも見守りありがとう

▲火の用心を呼びかける子どもたち

幼年消防クラブ防火パレード
“火の用心” お願いします！

　11月10日、天草最高峰“倉岳（682ｍ）”
の山頂を目ざす「第20回天草最高峰倉岳
ウォーク」が開催されました。登山道を歩く
トレイルコースと車道コースに分かれ、市内
外から198人が参加。山頂付近では豚汁な
どがふるまわれ、地元特産品が当たる抽選会
も開催されました。熊本市から参加した女性
は、「美しい景色とおもてなしに感激しまし
た」と笑顔を見せていました。

▲もうすぐゴール地点！ ▲スカットボールを楽しむ児童

第20回天草最高峰倉岳ウォーク
最高峰で最高のひととき！

　11月９日、有明体育館で「有明町子ども
スポーツ大会」が開催され、町内の小学生
25人が参加しました。ニュースポーツ４種
目に挑戦した児童。得点穴をめがけてボール
を打つスカットボールを体験した児童は、
「やった！良かところに入った！」と元気いっ
ぱいに楽しんでいました。成績上位者の表彰
と豪華賞品が当たるお楽しみ抽選会もあり、
会場は大いに盛り上がりました。

有明町子どもスポーツ大会
ニュースポーツ楽しかったよ！

各地の話題はホームページの
トピックスでチェック！！
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