
　エアロビックで活躍する大
おお

村
むら

詠
えい

一
いち

さん（引水）が、｢１型
糖尿病｣を多くの人に知ってもらおうと、教育委員会に絵本
｢はなちゃんとびょうきのおはなし｣を寄贈しました。
　この絵本は、大村さんや阪神タイガースの岩

いわ
田
た

投手など
が、病気の子どもたちが生きやすい社会をめざして取り組
んでいる｢１型糖尿病｣の絵本を贈ろう！プロジェクトの一
環として寄贈されたもので、寄贈された絵本は町内の小中
学校、幼稚園保育園、県立学校に届けられます。

病気の子どもたちに対するみんなの理解を！

中央区の鐘

当日は参加者の皆さんに中央区の鐘の設置目的や、使い方などに
ついて説明が行われました

大津町における地下水保全の取組み

くまもと地下水会議

　（公財）くまもと地下水財団は、大津町を含む熊本地域
の地下水保全に取り組んでいます。当財団の諮問機関
であるくまもと地下水会議が３月25日に開催されまし
た。熊本地域の生活基盤である地下水には、大津町の農
地・農業も大きく貢献しています。この会議でも、大津
町におけるさまざまな保全のための取り組みが紹介・
共有されました。

財団では今年度も引き続き、水田オーナー制度事業や冬期湛水事
業を大津町で実施していく予定です

　３月14日、オークス広場横で「中央区の鐘」のおひろ
め式が行われました。「中央区の鐘」は身近な危険をいち
早く知らせる手段として設置されたもので、災害時や訓
練時、防犯を呼びかけるときなどに使用します。中央区
の鐘には使わなくなったホース格納庫が再利用されてお
り、全部で８カ所に設置される予定です。

おいしいラーメンを召し上がれ

みんなおいしいラーメンを食べて、おなかいっぱいになりました

大津まちおこし大学　活動報告会

　３月25日、「大津まちおこし大学」の活動報告会がオー
クスプラザで行われました。当日は約40人が参加し、「人
づくり学部」の２学科（教育子育て・国際交流）と「まちづ
くり学部」所属の民生委員・児童委員協議会と大津町女
性の会、「実践研究科」から報告が行われました。終了後
は運営委員長の畑

はたなか
中委員長から講評がありました。

それぞれの団体が特色のある報告を行いました

ライオンズクラブが若草児童学園の皆さんを招待

１年間の活動を通して学んだこと

　３月26日、若草児童学園の子どもたちなど約50人が
「DAIKANラーメン」に招待されました。これは、熊本大
津ライオンズクラブが「普段経験することが少ない外食
の楽しみを味わってほしい」という思いから招待したも
のです。若草児童学園の子どもたちは、熱々のラーメン
をおいしそうに食べていました。

みんなで助け合うシンボルに

　３月24日、㈱フジ技研（本社：静岡県浜松市）と大津町が立
地協定を締結しました。これは、㈱フジ技研が自動車関連部
品等の量産計画などに基づき工場を増設するもので、調印式
は熊本県の立会いのもと行われました。
　工場増設により、㈱フジ技研の九州管内の拠点施設となり、
立地に伴い従業員も増員される計画であり、大津町で今後も
発展することが期待されます。

左から家
いえいり
入町長、河

かわい
合代表取締役、奥

おくぞの
薗熊本県商工観光労働部新産

業振興局長。がっちりとした握手をかわした三者

立地協定調印式㈱フジ技研と立地の協定締結

　２月17日、熊本県読書活動推進優良読書グループ表彰が
熊本県立図書館にで行われ、「大津町本とおはなしの会」が
表彰されました。これは第68回読書週間を記念し行われた
もので、地域や子どもたちの読書活動推進のために、多年に
わたり貢献した個人・団体を表彰するものです。「大津町本
とおはなしの会」は結成５年目、会員数56人。おおづ図書館
で「おはなしフェスタ」を毎年開催し学校や施設でのおはな
し会や会報誌の発行など定期活動も行っています。今回は
地域の読書環境の、定期活動としては学校や施設へのおは
なし会や会報誌の発行などがあり、地域の読書環境の醸成
に大きく貢献していることが、評価されての受賞となりま
した。 これからも地域のため、子どもたちのためがんばってください

読書推進運動協議会「大津町本とおはなしの会」を表彰読書環境の醸成に大きな貢献を評価

　２月15日、八代市の八代鏡文化センターで「第９回八代お
ざや節全国大会」が開催されました。火の国ふる里会に所属
する髙

たか
見
み

恵
けい

子
こ

さん（引水）が青壮年の部で優勝し、グランプ
リ戦を勝ち抜いた結果、見事総合優勝を果たしました。
　２月22日には、「第３回刈

かり
干
ぼし

切
きり

唄
うた

全国大会」が宮崎県で開
催され、同会会主の髙

たか
見
み

春
はる

代
よ

さん（引水）が壮年の部で優勝
しました。春代さんはグランドチャンピオン戦を勝ち抜き、
総合優勝に輝いています。

左から春代さんと恵子さん、揃って総合優勝を果たした

民謡全国大会出場親子揃って総合優勝

左から絵本を寄贈する大村さんとそれを受け取る齊
さいとう
藤教育長

｢１型糖尿病｣の絵本を贈ろう！プロジェクト
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　大津町消防団辞令交付式が４月18日、大津中央公園で
行われ、新入団員46人と新幹部となった65人に辞令が渡
されました。
　式では、永

なが
田
た

浩
ひろ

光
みつ

団長が訓示を行い、新入団員の第５分
団渡

わたなべ
和
かず

也
や

さんと新幹部の第４分団（副分団長）新
しんかいかずのり

開和則
さんが「忠実に消防の職務を遂行します」と宣誓しま
した。また、20人に菊池郡支部長表彰（勤続10年以上）、
20人に団長表彰（勤続５年以上）が贈られました。その後、
菊池広域連合消防職員による規律訓練と、救命救急講座が
行われました。今後も地域を守る消防団の活躍が期待さ
れます。　　　　　　　　　　　　　　　　　

訓練の最後には幹部による通常点検が披露されました

大津町消防団辞令交付式新消防団員46人が誕生
■熊本県消防協会菊池郡支部長表彰
分団名 氏　　　　　名

第１分団 四郎丸洋充

第２分団 國本　祐二 齋藤　智博 國岡　光憲 坂本　直樹
東山　洋三

第３分団 西本昇太郎 大竹　　博 松岡　正樹
第４分団 横田　信治 河津　恒平 國岡　　透
第５分団 倉原　拓己
第６分団 只野　正和 古庄　寿一
第７分団 大村　美伸
第８分団 吉田　真一 石原　伸一

本部 樋口　　靖 田上　雄一

■大津町消防団長表彰
分団名 氏　　　　　名

第１分団 中野　貴之 村上　健司 刀祢　頼康
第２分団 村上　誠郎
第３分団 田所　生之 林田　　卓 帆保浩之輔 原野裕太郎
第 4 分団 水島　　亮
第５分団 木村　尚哉 西嶋　　睦
第６分団 宮本　伊織 古庄喜充圭
第７分団 木村　達也 栗原　和也
第８分団 相馬　和博 本田　力也 坂本　貴史

本部 津曲　直也 中原　裕二

全国で活躍する大津町の人々 全国大会出場など

第34回選抜全国高等学校空手道選抜大会
　３月25日～３月27日に東京体育館で開催され、九州学院高校の平

ひらやま
山元

げん
気
き

さん（新）
左写真（右から２番目）が男子団体組手に出場し、３位という成績を残しました。同大
会の女子団体の部では開新高校の桐

きりはら
原七

なな
海
み

さん（平川）右写真（後列左）と桐
きりはら

原睦
むつ

実
み

さん
（平川）右写真（前列右）も出場しました。元気さんは人物、技術が共に優秀と認められ
たことで、全日本高校代表候補に選ばれています。

　「スペシャル駅伝大会」が４月11日、大津中央公園で開催
されました。肥後大津ロータリークラブが主催する同大会
も今回で15回目。
　障害者を支援している町内施設のつくしの里、三気の里、
大津あゆみ園、若草児童学園、すまいるの利用者が参加し
て、リレーやパン食い競争を楽しみました。当日は晴天に
も恵まれ、利用者や参加者は元気に大会を満喫し、大会の最
後は参加者全員で手と手をつないで輪になり、ダンスを踊
りました。 　　　　参加者の皆さんは、笑顔で競技を楽しんでいました

第15回スペシャル駅伝大会大津中央公園で盛大に開催

　４月６日、大津町ビジターセンターに防犯カメラを寄贈
しした熊本県遊技業協同組合に対して感謝状を贈りました。
これは肥後大津駅周辺における犯罪抑止と安全確保のため
に同組合から贈られたものです。役場を訪れた内

うちむら
村文

ふみとも
伴大

津地区組合長は「少しでも力になればうれしい」と感謝状を
受け取りました。
　同組合は毎年、地域への社会貢献活動を行っています。

左から家入町長、内村大津地区組合長

熊本県遊技業協同組合大津町ビジターセンターに防犯カメラ寄贈

　町では、スポーツ・文化の普及・振興を図るため、全国大会などに
出場する場合（県予選大会を通過し、中央の競技団体などが主催する
大会で、学校教育活動以外のもの）は、「大津町全国大会等出場報奨
金交付要項」により激励金をお渡ししています。

◦問い合わせ　役場生涯学習課　生涯スポーツ係（スポーツ部門）
☎096（293）8088

　　　　　　　　　　　　　　　生涯学習係（文化部門）
☎096（293）2146

スズキワールドカップ2015
第26回世界エアロビック選手権大会
　４月４日～４月５日に東京都で開催され、Team 
OHMURAの大

おお
村
むら

詠
えい

一
いち

さん（室）写真右、大
おお

村
むら

智
とも

美
み

さん
（矢護川）写真左がシニアトリオ部門に出場、６位入賞
という成績を残しました。

第87回選抜高等学校
野球大会（兵庫）
　３月21日～４月１日に阪神
甲子園球場で開催され、九州
学院の若

わかはら
原笙

しょうや
弥さん（大津）が

出場しました。

第４回びわ湖カップなでしこサッカー大会
東日本大震災復興支援全国大会
　２月21日～３月１日に滋賀県で開催され、左から
坂
さ か た

田恵
え み

実さん（美咲野）、塩
しお

井
い

音
おと

羽
は

さん（杉水）、森
もりやま

山ロッ
タさん（外牧）、塩

しお
井
い

紅
くれ

羽
は

さん（杉水）、上
うえむら

村真
ま な

奈さん（室）
が出場しました。
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