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　12 月 15 日、 直 鞍 一

周駅伝競走大会が行わ

れ、鞍手町からは鞍手北

中陸上部ＯＢ（Ａチー

ム）と鞍手北中陸上部Ｏ

Ｂ（Ｂチーム）が出場し

ました。鞍手北中陸上部

ＯＢ（Ａチーム）は、今

年もスタートから勢いよ

く、チーム全員でタスキ

を繋ぎましたが、惜しく

も第４位。前年タイムを

上回ることができません

でした。Ｂチームも第９位と健闘しました。また、7 区間中、

友原達矢さん（鞍手北中陸上部ＯＢ Ａチーム）が、第２区で

13 分 43 秒で区間賞を獲得し、大健闘でした。

　12 月２日、中央公民館で「人権週間の集い」が
開催されました。今年は、「心に熱と光を求めて」
と題し、フラットワールドとして活動をしている中
山洋一さんと賢一郎さんとの親子デュオ講演会でし
た。音楽を通じ、自身が経験した差別や偏見など
の体験を交えながらのコンサートは聴く人の心に伝
わったのではないでしょうか。「自分とは何か、人
間とは、差別とは」その重圧で幾度となく押しつぶ
されそうになりながらも、負けない気持ちを持ち続
け戦ってきた実体験は、きっと参加者のみなさんの
胸に響いたのではないでしょうか。

人権週間の集い
▶育てよう一人ひとりの人権意識

タスキをつないだ40km
▶惜しくも 2連覇ならず……

　恒例となった歴史民俗博物館のしめ縄づくり講

座が 12 月 14 日に行われました。今年は輪飾りづ

くりです。参加したのは 27 人。慣れない作業でな

かなか思うように行かない様子の参加者たちでした

が、講師の先生のお手本を見て、真剣に作業に取り

組んでいました。時間が経つにつれ、次々と輪飾り

が完成していきました。出来上がってみれば、どれ

も立派な輪飾りに皆さん大満足の様子でした。あと

はうらじろやゆずり葉、だいだいなどでお化粧をす

る だ け で

す。これで、

ま た 一 つ、

お正月の準

備が整いま

したね。

お正月は手作りの輪飾りで
▶立派な輪飾りが完成

　11 月 22 日、鞍手幼稚園の園児たちが勤労感謝の日を前に

役場を訪問しました。園児たちは、日頃の感謝を込めて一生

懸命書いた手紙を町長に手渡しました。園児たちは、はじめ

て訪れた役場にちょっぴり緊張気味の様子でしたが、元気よ

くあいさつをし、お礼の言葉を述べていました。町長から「大

きくなったら何になりたい？」と尋ねられると「野球選手」、

「ケーキ屋さん」などと答えていました。いつの日か、園児

たちの夢が叶うといいですね。頑張れ!!

感謝を込めて
▶勤労感謝の日によせて
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小
お だ

田祐
ゆ う と

大くん
平成24年１月８日生まれ
祐大、２歳のお誕生日おめでと
う。表情が豊かになって、おしゃ
べりも上手になってきたね。祐
大の笑顔が家族を幸せにしてく
れてるよ。ありがとう。（父　
祐嗣さん、母　智子さん・中山）

すくすく
日記 １月生まれ 

Happy  birthday  to  you.

正
し ょ う い り き

入木咲
さ な

菜ちゃん
平成24年１月16日生まれ
咲菜、２歳のお誕生日おめでと
う。歌とダンスと散歩が大好き
な咲菜。ときどきげってんだす
けど毎日咲菜の笑顔に癒されて
います。これからも元気にのび
のび育ってくださいネ。（父　拓
馬さん、母　美夕紀さん・古門）

安
や す だ

田智
ち の

音ちゃん
平成24年１月12日生まれ
智音ちゃん、お誕生日おめでと
う。天真爛漫で元気いっぱい!!
いつも家族を明るくしてくれて
ありがとう。これからもすくす
く成長してね。（父　英人さん、
母　知里さん・中山）

交通事故防止に貢献
▶垰岡昌秀さんが表彰

宮
み や ざ き

㟢誠
せ い り ゅ う

龍くん
平成24年１月20日生まれ
誠くん、お誕生日おめでとう。食
いしん坊で、ボール大好きな誠く
んを見ているだけで毎日が楽しい
日々です。お兄ちゃんたちに鍛え
られ、逃げ足も速くなったね!! こ
れからも兄弟仲良く元気いっぱい
に大きくなってね。（父　圭吾さ
ん、母　喜久恵さん・猪倉）

お待ちしています
２月生まれは、１月10日（金）までに役場総務課
☎４２局２１１１番へお申し込みください。

▼

　垰岡昌秀さん（新北）が 11月 19
日、福岡国際会議場において福岡県交
通安全功労者表彰を受けました。これ
は、交通安全活動に対し献身的に尽力
し、交通事故防止に貢献された活動が
評価されたものです。垰岡さんは、「こ
れからも地域の交通安全、事故防止に
努めていきたい」と熱く語ってくれ
ました。

阪
さ か い

井一
い ち か

花ちゃん
平成25年１月25日生まれ
一花ちゃん♡１歳のお誕生日お
めでとう!! 家族みんないつもあ
なたのかわいい笑顔に癒されて
ます。お兄ちゃんに負けず元気
にたくましく育っていってくだ
さい♡（父　雄介さん、母　智
子さん・中山）

馬
ば ば

場勇
は や と

人くん
平成24年１月28日生まれ
勇人くん、２歳のお誕生日おめ
でとう。いつもお姉ちゃんたち
と一緒に遊んでもらってよかっ
たね。これからもすくすく元気
に育ってください。（父　基史、
母　涼子さん・中山）

　平成 25 年 12 月に改選が行われ、民生委員・児童委員と
主任児童委員に厚生労働大臣から委嘱状が交付されました。
任期は平成 25 年 12 月１日から平成 28 年 11 月 30 日まで
です。民生委員・児童委員は、常に住民の立場に立って相談
に応じ必要な援助を行っています。秘密は厳守されますので、
ひとりで悩まずに気軽にご相談ください。

民生委員にご相談を
▶各行政区ごとに民生委員が委嘱されました

 嶋立輝行（室木）　     42-6659  藤川　勇（室木神田）  42-5201
 許斐勝子（八尋）　     42-0555  石田秀子（八尋）        42-2559
 三宅　悟（八尋）  　   42-5285  川上美恵子（八尋）     42-3453
 新谷敏江（八尋神田）  42-3292  篠原岩夫（長谷）        42-4966
 原　鈴子（新北）        42-0139  山本雄治（新延本村）  42-3413
 久原成子（室井）        42-0827  鹿谷光好（七ヶ谷）     42-2376
 古野末子（新延南区）  42-1354  友葊幸惠（新延新塚）  42-6340
 吉永公子（新延舟川）  090-5473-8886
 松石喜代子（泉水）     42-6508  髙山須恵子（永谷）     42-0025
 伊藤悠二（永谷）        42-0354  

 岩男吉浩（中山本村）  42-6157  栗田知惠子（立林）     42-6320
 月橋敏治（幸町）        42-8878  阿髙諒一（城ヶ崎）     42-6381
 西山　堅（弥生）        42-7362  勝木桂子（上新橋）     42-4761
 松村正幾（小牧・今村）             42-2533
 原田敬彦（猪倉・弥生促進）       080-1735-4516
 山下五子（山ヶ崎・唐ヶ崎）       42-6000
 花田すまこ（東区・昭和通り）    42-5244
 白圡由加（中本町・裏田団地）    42-1649
 五百路恵美子（い牟田・新中山） 42-4575
 松浦喜美子（中山南区）              42-4853 
 西川弘子（本町）        42-0553  武田純代（北区）　　  42-3204
 有田弘之（西区）        42-5924  空閑恵美子（西区）     42-6828
 市丸嘉臣（大池）        42-5589

 井上敦子（上木月）     42-3341  有田勝美（木月）        42-3601
 大和　勉（木月）        42-1690  相葉芳弘（古門）        42-1739
 田方広真（古門）        42-2338  星本三男（古門北区）  42-3957
 梶栗英輝（神崎）        42-2756  原田静佳（倉坂）        42-3653

▶西川地区（民生委員・児童委員）

▶剣地区（民生委員・児童委員）

▶古月地区（民生委員・児童委員）

 西川地区  櫻井輝代（新北）         　42-0436
 剣地区  筒井紀世美（裏田団地）   42-8693
 古月地区  田中典子（古門）        　 42-3604

▶主任児童委員


