
法務大臣表彰受賞

　10月５日（水）、高田田鶴子さん（三日月町）が、法
務大臣表彰を受賞されました。
　これは、多年にわたる人権擁護の普及活動や自由
人権思想の高揚への普及が特に顕著であると認め
られたためです。
　10月11日（火）に市長へ受賞の報告をされまし
た。今後のさらなるご活躍をお祈りします。

岩松っ子が秋の江里山棚田を探険！

　９月30日（金）、
岩松小学校５・６
年生78人がひが
ん花で赤く染まっ
た棚田百選の里・
江里山地区の名
所・史跡を探訪し
ました。子ども達
は黄金色に輝く
600枚の棚田や
七曜の滝を見学
した後、地元の
方々の指導のも
とで農村の暮ら
しや景観を守ることの大切さを学びました。

　これは、佐賀県の支援事業の一環として開催している事業で、11月には棚田米の試食や地元の郷土料理にも挑戦する予定です。

まちの話題

▲人権擁護委員 高田田鶴子さん

アルモニア管弦楽団演奏会

　９月28日（水）、桜岡小学校で
アルモニア管弦楽団

によるコンサートが開催され
ました。 これは、社団

法人佐賀法人会の社会貢献活動
の一環として行われ

ています。佐賀法人会とは、「健
全な経営」「正しい納

税」「社会に貢献」をテーマに活
動する経営者の団体

です。子どもたちは、「違う音色
を持つ楽器が奏でる

ハーモニーが体育館に広がっ
て、とっても迫力が

あった。」、「楽器の説明をして
もらったり、聞いたこ

とのある曲が聞けて良かった。
」と話していました。

回収物６トン！清掃ボランティア作業

　９月27日（火）、佐賀県産業廃棄物協会青年部（奥
村輝一部会長）による牛津町砥川地区の不法投棄物
撤去ボランティア作業が実施されました。県内50
人の会員の方が、重機等を使用して家電・家具等の
粗大物、ビン・缶等、約６トンの投棄物を回収しまし
た。「不法投棄はしない！させない！」をモットーに
違法な行為の一掃を強く感じた１日でした。協会青
年部の皆さん本当にありがとうございました

始動!! - 自助・共助 -災害時緊急避難訓練

　三日月町樋口・深町・五条自主防災会は、９月25
日（日）に、子どもや高齢者を含めた地域住民と消防
団・消防署・地域防災リーダーなど309人が参加し、
避難訓練や救急救命訓練を行いました。訓練では、
避難時の「７つ道具」を揃えて消防団と避難経路を
確認しあったり、消防署によるＡＥＤの使い方や心
肺蘇生法の実演、地域防災リーダーによる簡易担架
の作成法等を学びました。

100歳以上の高齢者を訪問しました

　９月16日（金）、市内の最高齢者（105歳）である熊 タカさん（小城町）や、男性最高齢者（100歳）の牧瀬運八さん（三日月町）、ほか100歳以上31人の高齢者の自宅などを市長が訪問し、長寿をお祝いしました。お体に気をつけて、いつまでもお元気でお過ごしください。

▲熊 タカさん

▲牧瀬運八さん

芦刈音頭で地域の輪（和）づくり

　芦刈音頭保存会（森永廣江会
長）は、活動ＰＲと芦

刈音頭を通し地域内で輪を広
げ、ふるさとの良さを

改めて感じてもらおうと、活
動されています。今回

は芦刈地区内で開催された敬
老会で披露されまし

た。参加者の中には、懐かしく
口ずさむ方や自然と

手拍子をされる方など例年の
敬老会とは違う雰囲

気を楽しんでいらっしゃいま
した。現在、会員約40

人で活動され、「幼稚園、小・中学
校に出向き子ども達

にも伝統を伝えていきたい」と
話されていました。

砥川少年野球クラブ 生涯スポーツ優良団体表彰受賞！

　砥川少年野球クラブ（牛津町）が文部科学大臣よ
り平成23年度生涯スポーツ優良団体として表彰さ
れました。軟式野球の練習以外にもボランティア活
動の一環で、神社や公民館等の定期的な清掃活動に
も積極的に取り組まれています。また、心身ともに
発達段階にある青少年に対し、過度なトレーニング
を防止するため、定期的に休養日を設けたり、個人
の体力に応じた練習メニューを作成したりと、他の
少年スポーツクラブの模範となっています。
〈受賞経歴〉平成13年度佐賀県社会体育優良団体表彰受賞

もり  なが   ひろ    え

くま

うん ぱち
まき　せ

たか　た　  た　   づ　  こ



法務大臣表彰受賞

　10月５日（水）、高田田鶴子さん（三日月町）が、法
務大臣表彰を受賞されました。
　これは、多年にわたる人権擁護の普及活動や自由
人権思想の高揚への普及が特に顕著であると認め
られたためです。
　10月11日（火）に市長へ受賞の報告をされまし
た。今後のさらなるご活躍をお祈りします。

岩松っ子が秋の江里山棚田を探険！

　９月30日（金）、
岩松小学校５・６
年生78人がひが
ん花で赤く染まっ
た棚田百選の里・
江里山地区の名
所・史跡を探訪し
ました。子ども達
は黄金色に輝く
600枚の棚田や
七曜の滝を見学
した後、地元の
方々の指導のも
とで農村の暮ら
しや景観を守ることの大切さを学びました。

　これは、佐賀県の支援事業の一環として開催している事業で、11月には棚田米の試食や地元の郷土料理にも挑戦する予定です。

まちの話題

▲人権擁護委員 高田田鶴子さん

アルモニア管弦楽団演奏会

　９月28日（水）、桜岡小学校で
アルモニア管弦楽団

によるコンサートが開催され
ました。 これは、社団

法人佐賀法人会の社会貢献活動
の一環として行われ

ています。佐賀法人会とは、「健
全な経営」「正しい納

税」「社会に貢献」をテーマに活
動する経営者の団体

です。子どもたちは、「違う音色
を持つ楽器が奏でる

ハーモニーが体育館に広がっ
て、とっても迫力が

あった。」、「楽器の説明をして
もらったり、聞いたこ

とのある曲が聞けて良かった。
」と話していました。

回収物６トン！清掃ボランティア作業

　９月27日（火）、佐賀県産業廃棄物協会青年部（奥
村輝一部会長）による牛津町砥川地区の不法投棄物
撤去ボランティア作業が実施されました。県内50
人の会員の方が、重機等を使用して家電・家具等の
粗大物、ビン・缶等、約６トンの投棄物を回収しまし
た。「不法投棄はしない！させない！」をモットーに
違法な行為の一掃を強く感じた１日でした。協会青
年部の皆さん本当にありがとうございました

始動!! - 自助・共助 -災害時緊急避難訓練

　三日月町樋口・深町・五条自主防災会は、９月25
日（日）に、子どもや高齢者を含めた地域住民と消防
団・消防署・地域防災リーダーなど309人が参加し、
避難訓練や救急救命訓練を行いました。訓練では、
避難時の「７つ道具」を揃えて消防団と避難経路を
確認しあったり、消防署によるＡＥＤの使い方や心
肺蘇生法の実演、地域防災リーダーによる簡易担架
の作成法等を学びました。

100歳以上の高齢者を訪問しました

　９月16日（金）、市内の最高齢者（105歳）である熊 タカさん（小城町）や、男性最高齢者（100歳）の牧瀬運八さん（三日月町）、ほか100歳以上31人の高齢者の自宅などを市長が訪問し、長寿をお祝いしました。お体に気をつけて、いつまでもお元気でお過ごしください。

▲熊 タカさん

▲牧瀬運八さん

芦刈音頭で地域の輪（和）づくり

　芦刈音頭保存会（森永廣江会
長）は、活動ＰＲと芦

刈音頭を通し地域内で輪を広
げ、ふるさとの良さを

改めて感じてもらおうと、活
動されています。今回

は芦刈地区内で開催された敬
老会で披露されまし

た。参加者の中には、懐かしく
口ずさむ方や自然と

手拍子をされる方など例年の
敬老会とは違う雰囲

気を楽しんでいらっしゃいま
した。現在、会員約40

人で活動され、「幼稚園、小・中学
校に出向き子ども達

にも伝統を伝えていきたい」と
話されていました。

砥川少年野球クラブ 生涯スポーツ優良団体表彰受賞！

　砥川少年野球クラブ（牛津町）が文部科学大臣よ
り平成23年度生涯スポーツ優良団体として表彰さ
れました。軟式野球の練習以外にもボランティア活
動の一環で、神社や公民館等の定期的な清掃活動に
も積極的に取り組まれています。また、心身ともに
発達段階にある青少年に対し、過度なトレーニング
を防止するため、定期的に休養日を設けたり、個人
の体力に応じた練習メニューを作成したりと、他の
少年スポーツクラブの模範となっています。
〈受賞経歴〉平成13年度佐賀県社会体育優良団体表彰受賞

もり  なが   ひろ    え

くま

うん ぱち
まき　せ

たか　た　  た　   づ　  こ



ボールクラブ）

第24回 小城市芦刈ムツゴロウロードレース大会開催

交通安全功労者表彰受賞

　10月25日（火）に佐賀県庁で開催された「平成23
年度交通安全功労者表彰式」において、多年にわた
る交通安全活動の功労に対し、小城市から小城市交
通安全指導員の水田弘義さん（芦刈町）が受賞され
ました。
　今後も通学時の児童・生徒の交通安全街頭活動等
で活躍されることを期待しております。

楽しかったね運動会　～こどもの森～

　天候にも恵まれ、風が心地よく感じられた10月２日（日）の運動会。秋空の下、子どもたちは毎日元気にダンスやかけっこの練習をしました。当日は、お家の方々に見守られ、たくさんの声援をもらって子どもたちの心も大きく成長したことでしょう。　これからも楽しい園生活で、のびのび遊んで大きくなろうね。

　10月23日（日）芦刈ムツゴロウ公園付近で、第24回小城市
芦刈ムツゴロウロードレース大会が開催されました。
　当日は小雨が降る中、県内外から約600人のランナーが参
加され、日頃の健脚を競いました。

◆小学生男子（２キロの部)
１秋丸　愛翔（牛津陸上）
２古賀　俊哉（芦の子クラブ）

◆小学生女子（２キロの部)
１濱井　優月（牛津陸上）
２千葉　理緒（芦刈少女バレーボールクラブ）

◆一般男子（５キロの部)
１橋間　大樹（芦刈中学校サッカー部）
２満岡　　瞬（芦刈中学校サッカー部）

◆壮年男子（５キロの部)
１野副　知道（小城町）
２荒巻　　裕（三日月町）

◆一般男子（10キロの部)
１安藤　靖悟（佐賀大学陸上部）
２永渕　和行（佐賀広域消防局）

◆一般女子（10キロの部)
１藤井香代子（小城市体協陸上部）
２永里加奈子（三日月町）

◆中学生男子（３キロの部)
１水田　隆矢（芦刈むつごろう走友会）
２藤瀬　裕紀（芦刈むつごろう走友会）

◆一般女子（３キロの部)
１山口有里沙（小城市体協陸上部）
２大島　由佳（小城市体協陸上部）

※市内の方のみ掲載しています。
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