ドッジボール大会で健闘！
３月１６日に九電記念体育館で第７０回少年・第
８３回少女ドッジボール大会が開催されました。町体
育協会所属の SE LINKS は５年、６年の男女で構成
する少年の部で準優勝。女子と５年生以下の男子で構
成する少女の部で優勝の素晴らしい成績を収めること
ができました。
６年生にとっては最後の、５年生以下は６年生との
最後の大会となり、気合十分で臨みました。６年生は
今まで頑張ってきたすべての力を出し切り、優勝は逃
したものの、笑顔で終えることができました。

▲素晴らしい成績を収めた SE LINKS

ミニバスケット

ボール準優勝
３月１６日～１７日にグローバルアリーナ（宗
像市）などで第２０回ＪＴカップが開催されま
した。
町体育協会所属の Beat 女子ミニバスケット
ボールクラブは、決勝戦で惜しくも１ゴール差
で優勝を逃しましたが、６年生最後の大会で準
優勝となりました。

▲準優勝！がんばった Beat 女子ミニバスケットボールクラブ

福岡ライナーズ、全国大会準優勝！
３月２３日～２５日に、倉敷マスカットスタジアム
（岡山県）で全日本少年硬式野球連盟（ヤングリーグ）
主催第２７回春季全国大会が開催されました。
全国各支部から３２チームが集結して熱戦が繰り広
げられるなか、町体育協会所属の福岡ライナーズ中学
部は全員野球で乱打戦や投手戦を制し、決勝まで勝ち
進みました。決勝では０対１で惜敗し準優勝となりま
したが、この悔しさをバネに夏の全国大会出場、全国
制覇をめざして日々練習に励んでいます。
▲全国大会で準優勝した福岡ライナーズ
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あなたの周りの身近な出来ごとや話題を待っています。役場地域協働課までご連絡ください。☎９６３- １７３４（直）

剣道で好成績！
３月２１日にかすやドームで第５７回糟屋郡剣道連
盟少年剣道大会、３月２４日に古賀恵比寿神社境内で
古賀恵比寿神社奉納剣道大会が開催され、町体育協会
所属の新宮新誠会が次の成績を収めました。
【第５７回糟屋郡剣道連盟少年剣道大会】
○中学生女子団体（２４チーム参加）
準優勝

新宮中学校Ｂチーム

▲好成績を収めた新宮中学校Ａチーム

○中学生男子団体（１９チーム参加）
第３位

新宮中学校Ａチーム

【古賀恵比寿神社奉納剣道大会】
（小学生１２チーム参加）
第３位

新宮新誠会Ａチーム

▲ 12 チーム中３位に輝いた新宮新誠会Ａチーム

平成最後の春に

新宮東中学校が開校
４月６日に新宮東中学校体育館で開校記念式典を行いまし
た。来賓や関係者など約１７０人が出席し、開校を祝いました。
長﨑町長は、式辞で学校建設に関わったみなさんに感謝の
言葉を述べ、今後の充実、発展に期待を寄せました。
生徒代表の松尾凌さんが「新宮東中の新たな伝統を築いてい
▲町長式辞

きます」と決意を述べ、その後、新３年生により校歌が披露さ
れ、清々しい声が会場に響き渡りました。
折居校長は謝辞で「新しい時代に相応しい新しい学校を創っ
ていきましょう」と呼びかけ、コミュニティ・スクールとして
の新宮東中学校の新たな歴史が始まりました。
午後に行われた学校見学会には、多くの地域のみなさんが
訪れ、教室や体育館、プール、図書室など校舎全体を見学し
ました。見学者からは「立派な学校ですね」
「わたしもここで
勉強したかった」などの声が寄せられました。また、就学予定
の児童生徒は笑顔で「通うのが楽しみ」と新生活に期待を膨ら

▲３年生による校歌斉唱
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ませていました。

たべる！あそぶ！まなぶ！
ち

「新宮のおばあちゃん家」大盛況！！
高齢になっても住み慣れた地域で安心して生活でき
る地域づくりをめざして活動している「しんぐるっ
と」から、ボランティアグループ「新宮世話やきおば
ちゃん隊」が誕生しました。
３月２６日に「新宮のおばあちゃん家」を開催し、約
２０人の子どもたちが参加しました。子どもたちはボ
ランティアと一緒に宿題をしたり、ごはんを食べた
り、遊んだりと、おばあちゃんの家にいるように過ご
しました。
町内の福祉関係者の手伝いもあり、開催することが
できました。次回は夏休みごろを予定しています。

▲当日の様子

登山シーズン到来！

立花山山開き
４月１４日に立花山山開きが開催されました。六所
神社で安全を祈願した後、桜や鳥のさえずりを楽しみ
ながら登りました。
親子での登山も多く、頂上ではシートをひいて家族
でお弁当を食べる姿も多く見られました。山頂での式
典後、残念ながら雨が降り、遠くの景色を楽しむこと
はできませんでしたが、多くの人が立花山の自然を満
▲新緑の立花山を満喫しました

喫していました。

町内出土のいろいろな土器
３月１６日から４月１４日にかけて、町立歴史資料
館で企画展「大きい土器小さい土器」を開催しました。
常設展示では展示しきれなかった土器を中心に展示を
行いました。
来館者からは「他のサイズのつぼと一緒に見ること
で大きさがより実感できた」や「時々訪れてみたいと
思いました」などの感想が寄せられました。
▲大小さまざまな土器が集まりました
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あなたの周りの身近な出来ごとや話題を待っています。役場地域協働課までご連絡ください。☎９６３- １７３４（直）

相島 BFC 新体制で始動！
４月２４日に新宮中学校相島分校で相島少年消防
クラブ（BFC）の入団式が行われました。新入団員の
１年生３人は、少年消防手帳を受け取り、入団式後
の訓練に臨みました。
基本的な動作である「右向け右」
「まわれ右」などの
規律訓練では、号令に合わせて取り組むも、慣れな
い動作に苦戦。２・３年生が横に並んで一緒に動く
など助け合うことで、徐々にできるようになってい

▲力を合わせてがんばります！

きました。続いて、ホースを使った訓練に初挑戦！
慎重にホースを延ばしたつもりが大きく曲がった
り、何度も巻き直したりと、初めて扱う難しさを感
じたようでした。先輩たちが「最初やけん、すぐに
上手くならんよ」
「だんだんできるようになるよ」な
どと経験をもとにアドバイスし、訓練後も動作を確

▲先輩たちもサポート

認していました。
これから BFC のメンバーは、日ごろの夜回り活
動と併せて、運動会と出初式での操法披露に向けて、
一致団結して取り組んでいきます。
▲あ～、曲がっちゃった！

新宮町クリーン作戦
～ラブアース・クリーンアップ２０１９～
４月２９日に新宮海岸をはじめ、各地域で一斉に地域
清掃や環境保全の啓発活動を実施しました。今年も企業
や団体のみなさんにも参加を呼びかけ、新宮海岸と新宮
神社横の松林は約１,０００人もの参加がありました。
天候が優れなかったにも関わらず、町内全体では約
１,９００人の参加がありました。この活動で町全体で約
１０トンのごみを回収することができました。ありがと
うございました。

▲松林もきれいになりました
9

▲こう曲げた方がかっこいいよ

参加協力団体（申込順）
新宮町消防団／新宮町交通安全協会／行政区長会／立花
山観光協会／新宮相島漁業協同組合／新宮町商工会女性
部／新宮町歴史と自然保護の会／合同会社 想庵／サン
ライズ的野／株式会社 立花建設／福岡工業大学／株式
会社 藤田組／株式会社 矢野特殊自動車／新宮手話の
会／夢♡新宮／株式会社 グローバル／福岡わくわく体
験クラブ／有限会社 進藤商店／株式会社 西日本シ
ティ銀行新宮支店／株式会社 福岡銀行新宮支店／株式
会社 ウォーターエージェンシー福岡管理所／玄海アス
コン／道雪会／株式会社 クライミング／株式会社 杉
建／株式会社 エコプラネット／日本トーカンパッケー
ジ株式会社／おひさまクラブ／オーガ自動車／下府二区
環境防犯パトロール隊／筑前新宮に白砂青松を取り戻す
会／新宮ライフセービングクラブ／株式会社 古賀環美
サービスセンター／大和物流株式会社／トーカン労働組
合連合会ＮＴＰＵ福岡支部／株式会社 松園特殊鉄工／
新宮商工会企業振興会／ＩＫＥＡ福岡新宮店／新宮町商
工会青年部／日本紙工株式会社九州事業部／新宮町商工
会／福岡衛生工業株式会社／有限会社 三井産業立花ゴ
ルフセンター／マックスバリュ九州株式会社新宮杜の宮
店／株式会社 てら岡／株式会社 玉屋 新宮店／ＣＬ
ＯＴＨ×ＢＲＩＤＧＥ７７

あなたの周りの身近な出来ごとや話題を待って
います。役場地域協働課までご連絡ください。
☎９６３- １７３４（直）

春のうららか島時間♪

相島！春フェスタ
４月２０日に毎年恒例の相島！春フェスタが開催さ
れました。相島の活性化を目的に、島民主体で作り上
げるイベントです。
活魚を漁師が直接販売する「い
けま売り」では、漁師流の食
べ方などを聞く人もいまし
た。 め が ね 岩 や タ キ ノ ダ

▲快晴の相島で熱唱♪

ンなど、相島自慢の自然
の造形美を海上から楽し
む「漁船クルージング」も
好評でした。
相島小・新宮中学校分校の子
どもたちによる「島ガイド」も大人
気。子どもたちならではの視点で、知られざるスポッ
トを案内し、お客さんからの質問にも元気よく答えて
いました。
その他にも、ステージでの歌やダンス、歴史セミ
ナーやグルメコーナーなど、相島の魅力をふんだんに

▲相島自慢の「タキノダン」をガイド

盛り込んだ一日となりました。

■問い合わせ先
新宮町文化協会（そぴあしんぐう内）

文化の風

bunkakyoukai@air.ocn.ne.jp
きんりょうりゅう

◎琴凌流大正琴の祭典下関大会に出演

日に下

14

琴凌流大正琴凌立花会

サークルが、４月

関生涯学習プラザで行われ

た琴凌流大正琴の祭典下関

す ず め の 涙、 夜 空 の 星、

大会に出演しました。

贈る言葉、港の見える丘の

４曲を演奏しました。

◎筝曲糸の会が筑紫少女苑を訪問

４月８日に筝曲糸の会サークルが、筑紫少

女苑（福岡市）を訪問しました。長泉寺（古賀

市 ）の 住 職 に よ る 法 話 の 後、 糸 の 会 メ ン バ ー

が琴やフルートで、３６５日の紙飛行機、ハ

ナミズキなどの親しみのある曲を演奏しまし

回新宮ボナール合唱団定期公演
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た。

◎第

「うた。らんまん」

美しいハーモニーを作る喜びと楽しさに

は、感動があります。家事や育児の合間に練

日（日）午後３時開演

美佐

習 を 頑 張 り ま し た。 多 く の 人 に す て き な 歌 声

６月

日髙

そぴあしんぐう小ホール

30

を届けます。

日時

場所

問い合わせ先

☎０９０ ─８２９７ ─６２９５

12

日（水）

日（水）

日（水）

26

◎ そぴあしんぐう作品展示

日（木）～

日（木）～７月

13

妙香書道教室〈日本習字成人教室〉～

６月

６月
10

ガラス教室

柳川さげもん
27

文化協会だより

毎週火曜日・木曜日の午前９時～午後１時
☎０８０-２７１３-８１００（直） メールアドレス

▲大正琴の音色に癒された演奏会
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