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新農業委員が決まりました
新農業委員
が決まりました

■ 新し
新しい農業委員さん紹介
い農業委員さん紹介
東峰村農業委員 11 人が７月 10 日に決定し、11 日（月）に当選証書付与式が行われ、、農業共済推薦１人、
JA 推薦１人、議会推薦の２人とあわせて計 15 人で新体制がスタートしました。任期は平成 23 年７月 20 日〜平
成 26 年７月 19 日までの３年間です。どうぞよろしくお願いします。

写真順にご紹介します

○○ 会長代理
伊藤勝義委員
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○○ 熊谷道生委員

７月１日（金）に久留米市 ホテル ニュープラザで開催された「筑後
地区商工青年部・女性部合同フォーラム in 筑後」において、朝倉管
内商工会女性部代表として発表された、小石原鼓北区の和田亜矢子さ
んが最優秀賞を受賞され、来年２月の県大会出場が決定しました。演
題は『「女性部活動と地域振興・まちづくり」〜ブログでつながる人と
人の輪〜』です。県大会発表も頑張って下さい。

○○ 熊谷ちとせ委員

最優秀賞受賞

○○ 会長
鬼丸德光委員

■女性部代表

○○ 熊谷シゲ子委員

○○ 川﨑陞司委員

○○ 鬼丸文明委員

○○ 熊谷重雄委員

○○ 室井啓輔委員

○○ 仲道光彦委員

○○ 野寄峰夫委員

○○ 梶原光春委員

○○ 伊藤明善委員

○○ 梶原伯夫委員
○○ 梶原廣一委員

筑後地区商工会青年部・女性部合同フォーラム in 筑後

≊⇮⇺⇩⇕⇟
⇮⇺⇩⇕⇟
■ U23 毎日新鋭賞受賞
「第 63 回毎日書道展 U23（18 歳〜 23 歳）」の大字書
部門で小石原皿山地区出身の㭀瀬沙希さん（立命館大学４
年）が新鋭賞を受賞されました。おめでとうございます。
たかまどのみや
㭀瀬さんは大学１年の時、第 24 回高 円 宮杯「日本武道
館書写書道大展覧会」毛筆の部で高円宮賞を受賞されて
います。これからも益々のご活躍を期待しています。
※ U23：アンダー 23（18 歳〜 23 歳以下の部門です。
）

受賞された﹁登﹂と
▲ 書かれた作品です

第 63 回毎日
回毎日書道展
書道展

東峰学園中学部
東峰学園
中学部便り
便り

■ 朝倉市郡夏季大会結果報告
朝倉市郡夏季大会結果

７月２日（土）
・３日（日）の２日間、中体連朝倉市郡中学校夏季大会が行われ、各部活共、毎日の練習
成果が発揮できるよう大会に臨みました。朝倉市郡夏季大会及び地区大会の結果は下記の通りです。
皆さんお疲れ様でした。これからも頑張って下さい。
種

目

男

卓球団体

子

女

ー
３位

3位

岩下

壮

卓球個人

種

目

子

男子

バレーボール

５

位

バスケットボール

惜

敗

優勝

野寄 衣里菜

５位

森山 愛理

６位

梶原 穂乃香
女子
惜

敗
―

卓球団体（女子）
・個人（男女）ともに７
月 23 日（土）
・24 日（日）に柳川市民体育
館で行われた筑後地区卓球大会に出場。個人
の部で優勝した岩下壮君は、７月 31 日（日）
に遠賀郡岡垣町で行われた県大会に出場しま
した。
バレーボール男子は７月 21 日（木）・24
日（金）筑前町農業者トレーニングセンター
で行われた筑後地区大会に出場しました。

夏祭りが始まります！

■高木神社夏祭り
７月 24 日（日）に大行司の高木神社で夏祭りが行われ、板屋地区からこども神輿が元気に出発し、沿道から
は大きな声援が聞こえていました。
境内には地元の方々の出店等が並び、子ども達は、
くじやヨーヨー、
金魚すくいに大奮闘でした。また、人形劇「舌
きりすずめ」や勇壮な「岳滅鬼太鼓」、恒例のうそ替えと多くの人たちで賑わっていました。
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東峰村人権教育研修会
▲ “ 異花同根 ”…現れる事象は違っても差別
の根は同じということを表しています。

７月８日
（金）小石原公民館において人権教育研修会を開催しました。
講師に田川地区人権センター事務局長の堀内忠さんをお招きして、
『人
権は誰のもの』〜人権問題の基本に立ち返って考えてみよう〜という演
題で講演いただきました。人権とは何か、差別とは何か、いじめに潜む
差別の構造など、
「排除」と「支配」という実例に基づく説明によって、
人権問題の理解を深めることができました。当日は 121 名の参加者が
あり、
「分かりやすい講演内容だった」
「研修会に参加して良かった」
「い
じめの問題と差別について話が聞けたのが良かった」
「差別の根は同じ、
他人事ではない」などの感想も聞かれ、参加者の多くが人権問題を自
分のこととして捉えることができた研修会であったと思います。

Jr. みらい塾

▲行きの様子。列車の中も楽しい♪

▲波ができるプールが大人気でした！

▲列車の旅も良い経験になりました

志井公園アドベンチャープール体験

７月９日 ( 土 ) に、JR 日田彦山線を使ってみらい塾児童 32 名と保護者、引率の
10 名で北九州市の志井公園プールへ体験に行きました。当日はちょうど梅雨明けの
日と重なり、前日までの雨がウソのように晴れ、絶好のプール日和となりました。
お昼に到着して、各自のお小遣いで食事を済
ませた後はプールへ飛び出して行きました。浮
き輪に乗って押し寄せる大波をかぶったり、ビル
3 階ほどの高さからすべりおりるスライダープー
ルでスリルを味わったり、思い思いにプールでの
2 時間を満喫していました。使った浮き輪の空
気を抜くのは時間がかかりましたが、無事に集
▲浮き輪に乗ってウォータースライダー
合写真も撮る事ができました。帰りの列車の中
ではまだまだ元気な子供たちでしたので、他の
乗客の迷惑になるのではと少し心配をさせられ
ました。マイカーが主で利用の機会が少ない列
車の旅でしたが、今度はご家族で計画されては
いかがでしょうか。いっしょに遊んで日焼けをさ
れたお父さん方お疲れ様でした。
▲帰りの列車でもまだまだ元気！

第６回

▲熊谷 真由さん

▲太田 綾さん

順位
２位
２位
３位
▲太田 政五郎さん
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公
民
館

朝倉市郡水泳競技会

７月１７日（日）にブリジストン甘木工場のプール（近隣管内唯
一の 50 ｍの８コース）で、第６回朝倉市郡水泳競技会が開催さ
れ小学生からシルバー世代の方まで約 280 名の参加がありまし
た。大会当日は、灼熱の陽がさす中で競技会が開催され参加者
も一生懸命泳いでいました。当村からの参加者は、小学生５名、
一般１名で、郡の表彰は以下のとおりです。おめでとうございます。

部門
50m 平泳ぎ ５〜６年生
50m 自由形 ４年生以下
50m 自由形 ５〜６年生

タイム
53 秒 37
45 秒 26
40 秒 15

県民水泳競技会 出場 （８月 21 日）
50m 自由形
一般（42 〜 44 歳）

学年
５年生
３年生
６年生
太田

名 前
熊谷 真由さん
太田 政五郎さん
太田 綾さん

富隆さん

�
�
�
�
�

乳幼児学級 「乳幼児の口腔ケア」 学習会
7 月 21 日（木）乳幼児の口腔ケア学習会
を行いました。歯科衛生士の樋口久子さん
から「健康はお口から」という演題で色々
な事例を元に講話をしていただきました。
「口から生活習慣が見えますよ」と言う先
生の言葉に「ドキッ！」講話後もお母さん
たちは熱心に質問していました。今後も乳
幼児学級では子育てをする上で必要な内容
で進めていきます。

Jr. みらい塾

スターウォッチング

７月 23 日
（土）に小石原焼伝統産業会館駐車場において、スターウォッ
チングを行いました。福岡市から、観測グループの方々が来られ、大き
な天体望遠鏡が何台も据えられていました。中でも口径 50 センチの物
は大砲みたいで大迫力でした。薄暗くなってから土星の観測を始めました
が、かわいいリングもはっきりと見え、まる
で写真のようでした。子どもたちも１０人程
参加して、繰り返しレンズをのぞいては歓
声を上げていました。ドーナツのように見え
る M57 星雲、織り姫のベガ、など説明も交えてたくさん見せて頂きました。
自然豊かな東峰村です。忙しくて、星を見る機会も少ないでしょうが、たま
には家族で夜空を眺めての夕涼みはいかがでしょうか。

子どもを見守る！サポートタクシー
サポートタクシーとは、子どもたちの健やかな成長を願い、その安全を見守るこ
とを目的として、朝倉地域の旅客運送業各社により、次のような活動を行っています。
１．日頃から子どもたちの様子に気を配ります。
２．不審者等出没の情報が入った場合は、無線で情報を共有します。
①全車両に情報が入る ②全車警戒体制をとる ③情報収集する ④子どもたちへの声かけをする
３．子どもから救助を求められた場合に対応します
（１） 子どもが犯罪の危害を受ける危険性がある場合 →
ご家族や学校、警察へ通報します。
（２） 不審者が近辺にまだ潜んでいると思われる場合
→
タクシー車内での一時保護を行います。
（３） 警察、家族からの要請がある場合
→
安全な場所への輸送等を行います。
朝田タクシー・甘木観光バス・ひまわりタクシー・甘木タクシー・宮原タクシー・小石原観光タクシー・浮羽交通・
矢野タクシー・朝倉警察署・青少年育成市町村民会議朝倉地区協議会

次回予告
場

所

日にち

健康体操『ヨガ教室』 いずみ館多目的ホール ９月 13 日（火）
ニュースポーツ教室

旧宝珠山小学校運動場
８月 22 日（月）
雨天時：村民センター

備

考

会員…500 円 非会員・団体会員…1 回 1,000 円
＊マットはこちらで準備します。
グラウンドゴルフ
※どなたでも参加できます。
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公 民 館 ひ ろ ば
朝倉郡民体育大会

結果報告

７月 31 日（日）朝倉郡民体育大会が筑前町の各会場で開催されました。東峰村からは、軟式野球チー
ム（２チーム）、バスケットボール、女子バレーボール、弓道、バドミントンが出場し、暑い中、熱戦
が繰り広げられました。
結果は、男子バスケットボールと一般女子バレーボールが優勝、弓道は、個人の部で日野正氏が優
勝しました。おめでとうございます。なお、９月に開催されるスポーツフェスタ・ふくおか（福岡県
民体育大会）に出場される皆さんのご活躍を期待しています。

福岡県小学生サッカー交流大会
７月 23 日（土）に県市町村振興会主催により、福岡ヤフージャ
パンドーム球場において、福岡県小学生サッカー交流大会が行
われ、本村よりスポーツ少年団フットサルクラブを中心に多く
の子ども達も参加し、あこがれのドームでサッカー交流試合が
できました。３試合しましたが残念ながら勝つことができませ
んでした。しかし、一生懸命練習して精一杯プレーすることが
でき、夏のよい思い出になりました。

あじわい学級

紙粘土細工

7 月 16 日（土）いずみ館で紙粘土細工をしました。
小郡市から梅田千鶴さんに来ていただき、指導をしてい
え と
ちな
ただきました。作品は今年の干支に因んでウサギを作っ
てみました。夏休みの工作を作っている子供のように、
皆さん夢中になって作りました。ウサギの洋服やスカー
フも色とりどりで、耳の長いものやスマートなウサギなど、一人ひとり違った、個性豊かな作品に仕
上がり、世界でひとつしかない自分だけの作品に皆さん満足していました。短い時間でしたが、大変
和やかな雰囲気の中で、童心に返ったひと時を過ごしました。

東峰学園 『図書館』 開放のお知らせ
東峰学園図書館には約 15,000 冊の蔵書があります。
児童・生徒だけでなく大人の方にも十分楽しめる本がた
くさんありますので、村民の皆様のご来館をお待ちして
います！
●期
●時

間
間

８月 22 日（月）〜 25 日（木）の 4 日間
午前９：００〜午後４：００

※学園玄関で受付して３階図書館までお越しください
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▲広くて明るくなった３Ｆの図書館内

宝珠山庁舎 72-2311

村からのお知らせ

小石原庁舎 74-2311

農林建設課 ◆「米粉アイスキャンデー」と「ゆずアイスキャンデー」販売開始！！
７月 15 日（金）に、
東峰村産の米粉とユズを使った「米粉アイスキャンデー」と「ゆずアイスキャンデー」
の販売が開始されました。
村農林業振興協議会では、村内産の農林産物等の販売推進と付加価値の向上を目指して、コメとユズ
を使った特産加工品の開発を行ってきました。
「米粉アイスキャンデー」は、米粉とミルクがなめらかに融合した、非常にクリーミーな風味でとろけ
るような味わいです。
「ゆずアイスキャンデー」は、黄ユズの皮や果肉を丸ごとペースト状にして、黄ユズ本来のさわやかな
香りと甘酸っぱい風味、そして、上品でほのかな苦みを演出しています。
それぞれ１個 150 円で発売中です。村内では、道の駅小石原、村の駅さくら、棚田親水公園、岩屋キャ
ンプ場、㈲しもかわ、諌山商店等で購入する事ができます。

▲米粉アイスキャンデー（１個 150 円）

▲ゆずアイスキャンデー（１個 150 円）

お問い合わせは
東峰村役場

総務課

宝珠山庁舎

農林建設課 （電話：72‐2313）まで

◆「東日本大震災被災地への県と市町村合同派遣について」のお知らせ

東峰村では、東日本大震災の被災地へ県と市町村による職員の合同派遣を実施し、被災者への支援を
行っています。また、両庁舎窓口にて被災地への義援金の受付を実施しておりますので引き続きご協力
をお願い致します。
派 遣 職 員：行政機能支援チームとして、県との合同派遣により３名の職員を派遣。
現地において被災者に対する窓口行政事務を行う予定。
派 遣 先：宮城県東松島市
派 遣 期 間：県合同の第 15 陣 総 務 課 主
査 岩橋 俊典 8/7 〜 8/19
13 日間
第 17 陣 企画振興課 係
長 城 辰 也
8/29 〜 9/9
12 日間
9/8 〜 9/20
13 日間
第 18 陣 総 務 課 主任主事 熊谷 貴範
※ 3 名とも公務として派遣
お問い合わせは
東峰村役場

宝珠山庁舎

総務課 （電話：72‐2311）まで
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革製品が汚れてしまった時は、バナナの皮の裏の白い部分をこすりつけ、乾いた布でふき取ると、きれいになります。

