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ịἲᾀᾣỌ᠏ᑹϜὣᫌѲἨἪź
ࠉၟᗑࡢ㨩ຊࢵࣉၟᗑ⾤ࡢ㈰ࢃ࠸ࢆࡿ䛂䜎
䛱䝊䝭䛃ㅮ⩦ࢆ㛤ദࡋࡲࡍࠋ
ࠉ䛂䜎䛱䝊䝭䛃࡛ࡣࠊ࠾ᐈᵝၟᗑࡀࠊࡑࢀࡒࢀ
ࡢศ㔝ࡢᑓ㛛ᐙࡋ࡚ࠊၟရ⏘ᆅ࣭Ṕྐࠊ⨾
ࡋ࠸࠾⡿ࡢ⅕ࡁ᪉ࡸ࠾Ⲕࡢධࢀ᪉➼ࠊၟရࡸ䝃
䞊䝡䝇㛵ࡍࡿࡇࢆ䝊䝭ᙧᘧ࡛⾜࠸ࡲࡍࠋሙᡤ
䛿䚸ᗑ⯒䚹つᶍ䛿䚸ᑡேᩘࠋཎ๎ࠊ↓ᩱ࡛ࡍࠋ
ࠉ┠ⓗࡣࠊ࠾ᗑࡢᏑᅾ࣭≉ᚩࠊၟᗑࡢࡇࡔࢃࡾ䞉
ே࡞ࡾࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇࠊຠᯝࡣࠊཧຍ
ࡢ࠾ᐈᵝಙ㢗㛵ಀࢆ⠏ࡁࠊ䛂䜎䛯䛒䛾ᗑ䛻⾜䛝
䛯䛔䛃䚸䛂ே䛻䜒▱䜙䛫䛯䛔䛃࠾ᗑࡢ䝣䜯䞁࡙ࡃࡾ
࡛ࡍࠋࡑࡢ⤖ᯝ䚸ࡾୖࡆቑຍࡀᮇᚅࡉࢀࡲࡍࠋ
ࠉ䛂䜎䛱䝊䝭䛃ࢆࠊ⮬ᗑ࡛ࡶࡸࡗ࡚ࡳࡼ࠺ࠊෆ
ᐜࢆࡶ࠺ᑡࡋ▱ࡾࡓ࠸ᛮ࠺᪉ࡣࠊࡈཧຍࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋ᪥ᮏ࡛ึࡢ⾤ࢮ࣑ࢆᐇ㊶ࡋࡓㅮᖌࡼࡿ
ㄝ᫂ࠊᡂຌࡢ⛎ジࡀㄒࡽࢀࡿணᐃ࡛ࡍࠋྠᑒࡢ
ࢳࣛࢩ࡛࠾⏦㎸ࡳࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࢸ࣮࣐ࠉࠕ୕᪉䜘䛧䛾䜎䛱䝊䝭ᴗ䛸䛿䛃
ㅮࠉᖌࠉᒸᓮ䜎䛱䝊䝭䛾௦⾲䚷ᯇὒ୍㑻Ặ
ࠉࡁࠉᖹᡂ䠎䠒ᖺ䠓᭶䠍䠕᪥䠄ᅵ䠅䠍䠐䠖䠌䠌䡚䠍䠒䠖䠌䠌㻌
ࡇࢁࠉすࡑࡢࡂၟᕤᮏᡤ䠄ὠᨭᡤ䠅
ᐃࠉဨࠉ㸲㸮ྡ⛬ᗘࠉཧຍ㈝ࠉ↓ᩱ

ịѡॊឫ௷Ọɰדρᫌź
ἛὒἼἛᄋἨὐὣź
ࠉ䠤䠎䠒ᖺᗘࡢᗣデ᩿ࡢཷࢆ㛤ጞࡋࡲࡋࡓࠋ
ࠉᖺከᩘࡢ⏦㎸ࡳࡀ࠶ࡾࠊዲホ࡞ࡓࡵࠊເ㞟
ேᩘࢆᣑࠋ᳨デᩱࡢ୍㒊ຓᡂࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋྠ
ᑒࡢ⏦㎸᭩࡛࠾᪩ࡵ࠾⏦ࡋ㎸ࡳࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࠉࡲࡓࠊࠕᴗᡤᑐᢠ࣎࢘ࣜࣥࢢࠖࡶࠊࡓ
ࡔ࠸ࡲ⏦㎸ࡳཷ୰ࠋ⳹㈹ရࢆ‽ഛࡋ࡚࠾ࡾ
ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡩࡿࡗ࡚ࡈཧຍୗࡉ࠸㸟

ࠉەᗣデ᩿ᴗࠉە
ࠉࠉࡁࠉᖹᡂ䠎䠒ᖺ䠕᭶䠍᪥䠄᭶䠅䡚䠍䠎᭶䠍䠏᪥䠄ᅵ䠅
ࠉࡇࢁࠉὠ୰ኸࢡࣜࢽࢵࢡ㸦ὠ⏫⏣㒓㸧
ࠉເࠉ㞟ࠉඛ╔䠏䠎䠌ྡ
ࠉ⥾ࠉษࠉ䠔᭶䠔᪥䠄㔠䠅䈜ᐃဨ䛻䛺䜚ḟ➨䚸⥾䜑ษ䜚䜎䛩䚹
ࠉەᴗᡤᑐᢠ࣎࢘ࣜࣥࢢࠉە
ࠉࠉࡁࠉᖹᡂ䠎䠒ᖺ䠓᭶䠍䠔᪥䠄㔠䠅
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠍䠕䠖䠌䠌䚷䝇䝍䞊䝖䠄㞟ྜ䠍䠔䠖䠏䠌䠅
ࠉࡇࢁࠉ㛗ᓮࣛࢵ࣮࢟࣎࢘ࣝ㸦㛗ᓮᕷᶫ⏫㸧
ࠉཧຍ㈝ࠉ㸳༓㸭ࢳ࣮࣒
ࠉເࠉ㞟ࠉඛ╔䠎䠎䝏䞊䝮䠄ᐃဨ䛻䛺䜚ḟ➨⤊䠅
ࠉࠉࠉࠉࠉ䈜ಶே䛷䛾ཧຍ䜒䠔ྡඛ╔䛷ཷ୰䟿

θभὀɰỜಆỗổếỀź
ٝعԠᡡݢ
ࠉᖺࡶ䛂䛸䛞䛴䝥䝺䝭䜰䝮䛝ၟရๆ䛃ࢆ㈍ࡋࡲ
ࡍࠋࡇࡢᶵࡐࡦ࠾㈙࠸ồࡵࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࠉࡲࡓ䚸ࡇࢀࡲ࡛㔠➼ຍ┕ᗑࡀၟᕤᨭ
ᡶࡗ࡚࠸ࡓ䛂ᡭᩘᩱ䛃ࢆ↓ᩱࡋࡲࡍࠋຍ┕ᗑເ
㞟ࡢࡈෆࡣ䚸ሗྠᑒࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㈍᪥ࠉᖹᡂ䠎䠒ᖺ䠔᭶䠏䠍᪥䠄᪥䠅
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠍䠌䠖䠌䠌䡚䠍䠓䠖䠏䠌䠄ணᐃ䠅
㈍ሙᡤࠉࠕࡂࡘኟࡲࡘࡾሙࠖ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠕすࡑࡢࡂၟᕤࠖὠᨭᡤ
䈜䜚ษ䜜ḟ➨⤊䚹䛧䛺䛔ሙྜ䛿䚸䠕᭶䠍᪥
䠄᭶䠅௨㝆䛾ᖹ᪥䠄䠕䠖䠌䠌䡚䠍䠓䠖䠌䠌䠅䚸ၟᕤ䛷㈍
᭷ຠᮇ㛫ࠉᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠎᭶䠍᪥䠄᪥䠅㎾㻌䠄䠑䜿᭶㛫䠅
Ⓨ⾜㢠ࠉ⥲㢠䠎㻘䠎䠌䠌㻌䠄䠎㻘䠌䠌䠌䝉䝑䝖䠅
㈍༢ࠉ䠍䠋䠍䝉䝑䝖㻌䠄䠍㻝㻘㻜㻜㻜䠅
㉎ධ㝈ᗘࠉ䠑䝉䝑䝖䠋䠍ே䚷㝈ᗘ
⏝ᗑ⯒ࠉࡢࡰࡾࠊࢫࢸࢵ࣮࢝ࡀ┠༳࡛ࡍ
ၥྜࡏࠕすࡑࡢࡂၟᕤࠖὠᨭᡤ
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ՌΖංἸᎷڀை٫ὣ ź

ࠉ᮶ࡿ䠓᭶䠎䠏᪥㻔Ỉ㻕䚸ᾘ㈝⛯㌿᎑ᑐ⟇㛵ࢃࡿ⤒
Ⴀࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㛤ദ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ࠉㅮᖌࡢ∦ᒣඛ⏕ࡣࢺ࣮࣮ࣚ࢝ᇽඖᇳ⾜ᙺဨ
࡛ࠊᑠᴗ⏺࠾ࡅࡿࠕ⌧ሙ┠⥺ࠖࡣㄝᚓຊࡀ
࠶ࡾࠊࢭ࣑ࢼ࣮ཧຍ⪅ࡽᖖዲホࢆᚓ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ⁛ከ⪺ࡅ࡞࠸㈗㔜࡞ㅮᖌ࡛ࡍࠋࡈᕼᮃࡢ
᪉ࡣྠᑒࢳࣛࢩࡢ⏦㎸᭩࡛ࠊ࠾᪩ࡵ࠾⏦ࡋ㎸
ࡳࡃࡔࡉ࠸㸟

Ϩ㸬ヨసရ࣭᪂ၟရ࣭᪂ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㛤Ⓨࡸ⏕⏘
ࠉࣉࣟࢭࢫࡢᨵၿ࡞⪃࠼࡚࠸ࡿ᪉

ٝࣸᡧᘘӀ་ὣἥໄᄄἠἱἦἕ

ࠉᴗྡࠕྲྀᘬ⎔ቃᨵၿᆺ㟂せ㛤ᣅᨭᴗࠖ
ࠉᴫせ➼ࠉᕷሙㄪᰝࠊヨస࣭㛤Ⓨࠊタഛᢞ㈨ࠊ
ࠉࠉࠉࠉࠉ㈍㊰㛤ᣅ➼ࡢ㈝⏝ࢆ⿵ຓ
ࠉ⿵ຓ⋡ࠉ䠎䠋䠏㻌䠄䠍㻘䠌䠌䠌䛜ୖ㝈䠅
ࠉ⥾ษࡾࠉ㝶ເ㞟୰䠄䈜ண⟬㢠䛻㐩䛧䛯ẁ㝵䛷
ࠉࠉࠉࠉࠉබເཷ䜢⤊䚹䠅
ࠉၥྜࡏࠉྲྀᘬ⎔ቃᨵၿᆺ㟂せ㛤ᣅᨭᴗ
ࠉࠉࠉࠉࠉົᒁ䠄ᖇᅜ䝕䞊䝍䝞䞁䜽ෆ䠅
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠄䠰䠡䠨䚷䠌䠍䠎䠌䠉䠑䠌䠍䠉䠕䠓䠑㸧

ࠉᴗྡࠕ୰ᑠᴗ䞉ᑠつᶍᴗ⪅䜒䛾䛵䛟䜚䞉
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ၟᴗ䞉䝃䞊䝡䝇㠉᪂ᴗ䛃
ࠉᴫせ➼ࠉ࣭㧗࠸ᢏ⾡ຊᶵືຊ䞉ᰂ㌾ᛶࢆάࠉ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࡋࡓヨసရࡢ㛤Ⓨ࡞
ࠉࠉࠉࠉࠉ࣭ྲྀᘬඛࡢࢽ࣮ࢬ⣽ࡃᑐᛂࡋ࡚
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ➇தຊᙉࢆᅗࡿࡓࡵタഛࢆᑟධ
ࠉ⿵ຓ⋡ࠉ䠎䠋䠏㻌䠄䠍㻘䠌䠌䠌䛜ୖ㝈䠅
ࢸ࣮࣐ࠉࠕ⃭ኚࡍࡿ௦ࡢᏳᐃ⤒Ⴀ
ࠉ㹼ᑠࡢ⌧ሙࡽぢ࠼࡚ࡃࡿࡶࡢ㹼ࠖ ࠉࠉࠉࠉࠉ䈜≉ᐃศ㔝䠄་⒪䞉⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷➼䠅䜈䛾ᢞ㈨䛿䚸䠍㻘䠑䠌䠌䛜ୖ㝈
ㅮࠉᖌࠉ∦ᒣࠉ⿱ࠉẶ
ࠉᛂເ➼ࠉ㸰ḟබເㄝ᫂ࡀ㸵᭶ୖ᪪㡭ணᐃ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠄䜲䝖䞊䝶䞊䜹ᇽඖᇳ⾜ᙺဨ⾰ᩱᴗ㒊㛗䠅
ࠉၥྜࡏࠉ㛗ᓮ┴୰ᑠᴗᅋయ୰ኸ
ࠉࡁࠉᖹᡂ䠎䠒ᖺ䠓᭶䠎䠏᪥䠄Ỉ䠅䠍䠐䠖䠌䠌䡚䠍䠒䠖䠌䠌
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠄䠰䠡䠨䚷䠔䠎䠒䠉䠏䠎䠌䠍䠅
ࡇࢁࠉす䛭䛾䛞ၟᕤ䚷ᮏᡤ䠏䠢㆟ᐊ
ࠉ
ᐃࠉဨࠉඛ╔㸲㸮ྡࠉཧຍ㈝ࠉ↓ᩱ
ϩ㸬ྲྀᘬඛࡢ㛢㙐࣭⦰ᑠࡼࡾୖࡢῶᑡࡀぢ
ࠉ㎸ࡲࢀࠊ᪂ࡓྲྀᘬඛᴗࢆ㛤ᣅࡍࡿྲྀ⤌ࢆ
ࠉࡈ᳨ウࡢ᪉
ǗἛনἼዉἲἪΏỗἵἿෛᓞǗ

ࠉၟᕤ㈓ඹ῭ไᗘࡣ䛂✚䛃䛂ಖ㞀䛃䛂⼥㈨䛃ࡢ㸱
ࡘࡢᶵ⬟ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓၟᕤဨࡢࡓࡵࡢඹ῭
ไᗘ࡛ࠊ≉䛂✚䛃ࡣࠊࡁ࡞㨩ຊ࡛ࡍࠋ
ࠉẖ᭶ࡢ㔠ࡽᖺᡶ࠸ಖ㝤ᩱᡭᩘᩱ㸦ᖺ
䠍䠈䠎䠌䠌䠋䠍ཱྀ㸧ࢆᕪࡋᘬ࠸ࡓṧࡾࡀ㈓✚❧
㔠࡞ࡾ䚸▱ࡽࡎ▱ࡽࡎࡢ࠺ࡕ⮬ᕫ㈨㔠ࡀࡓ
ࡲࡾ䚸‶ᮇࡣ䠍䠌ᖺ㛫ࡢ㈓✚❧㔠䠄ඖྜ
ィ䠅ࢆཷࡅྲྀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ࠉ✚❧㔠ࡣ䚸㏥⫋㔠ࡋ࡚ࡶά⏝࡛ࡁࡲࡍࡢ
࡛䚸ඃ⚽࡞ᚑᴗဨࡢ☜ಖࡶ࠾ᙺ❧࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ຍධ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷⿕ಖ㝤⪅䛜ຍධ䠎䠌ᡯ䛾ዪᛶ䛾ሙྜ䠄䠍ཱྀ䠅

䚷䞉㔠᭶㢠䚷䚷㻌䚷䚷䚷䚷䠎㻘䠌䠌䠌䠄䠍䠌ᖺ㛫㻌䠎䠐䠌㻘䠌䠌䠌䠅
䚷䞉ᖺ㛫ಖ㝤ᩱ䚷䚷䚷䚷䚷䠍㻘䠌䠒䠔䠄䠍䠌ᖺ㛫㻌㻌㻌䠍䠌㻘䠒䠔䠌䠅
䚷䞉ᖺ㛫ᡭᩘᩱ䚷䚷䚷䚷䚷䠍㻘䠎䠌䠌䠄䠍䠌ᖺ㛫䚷㻌䠍䠎㻘䠌䠌䠌䠅
䚷䞉ᖺ㛫㈓✚❧㔠䚷䠎䠍㻘䠓䠏䠎
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠄䠍䠌ᖺ㛫㻌䠎䠍䠓㻘䠏䠎䠌䠇ᜥ䠅
䚷䈜ᖹᡂ䠎䠒ᖺ䠐᭶⌧ᅾ

͢ಓԋ༽ພኈ᎘ρἿ༾Ѱὣź
ࠉᖖ㞠⏝ࡍࡿேᩘࡀ䠍䠌ேᮍ‶ࡢᴗᡤ࡛ࠊ
ࠕ※Ἠᡤᚓ⛯ࡢ⣡ᮇࡢ≉ࡢᢎㄆ㛵ࡍࡿ⏦ㄳ
᭩ࠖࢆᥦฟࡋ࡚࠸ࡿᴗᡤࡘ࠸࡚ࡣࠊ※Ἠᡤ
ᚓ⛯ࡢୖᮇ⣡ᮇ㝈ࡣࠊ䠓᭶䠍䠌᪥䠄ᮌ䠅࡛ࡍࠋ⣡
㛵ࡍࡿ‽ഛࢆ࠾ᛀࢀ࡞ࡃ㸟

Ϫ㸬᪂ࡓ࡞ྲྀᘬඛࡢ㛤ᣅࢆ᳨ウࡍࡿୗㄳ୰ᑠ
ࠉᴗ➼ࡢ㐃ᦠࢢ࣮ࣝࣉ➼ࡢ᪉
ࠉᴗྡࠕୗㄳ୰ᑠᴗ⮬❧ᇶ┙ᵓ⠏ᴗࠖ
ࠉᴫせ➼ࠉ᪂䛯䛺ྲྀᘬඛ㛤ᣅ䛾᳨ウ䛻ᚲせ䛺㈝⏝
䚷䚷䚷䚷䚷䞉ᴗ㈝䠄㐃ᦠᖏ䚸ඹྠ䝅䝇䝔䝮ᵓ⠏㈝➼䠅
䚷䚷䚷䚷䚷䞉㈍㊰㛤ᣅ㈝䠄ᒎ♧ฟᒎ㈝䚸ᗈሗ㈝➼䠅
䚷䚷䚷䚷䚷䞉ヨస䞉㛤Ⓨ㈝䠄ཎᮦᩱ㈝䚸ᶵᲔ⨨㈝䠅
ࠉ⿵ຓ⋡ࠉ䠎䠋䠏㻌䠄䠍㻘䠌䠌䠌䛜ୖ㝈䠅
ࠉၥྜࡏࠉᕞ⤒῭⏘ᴗᒁ୰ᑠᴗㄢ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠄䠰䠡䠨䚷䠌䠕䠎䠉䠐䠔䠎䠉䠑䠐䠑䠌㸧

ՓѾЩᬓἿभॄ౹௹ἛὝἻἠź
ࠉປാಖ㝤ࡢᖺᗘ᭦᪂ࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㐺⏝
ᴗᡤࡢⓙࡉࢇࡣࠊ䠓᭶䠍䠌᪥㻔ᮌ㻕ࡲ࡛࠾ᡭ⥆
ࡁࡃࡔࡉ࠸ 㸟

Page 3

NISHISONOGI SHOKOKAI NEWS Vol.75

第 ３４
３４回 長与川まつり
今年も恒例の「長与川まつり」が開催されます。
と き
ところ

平成２６年８月２４日（日）
長与総合公園ふれあい広場

協賛金申込み受付中！！
協賛金

１口

５，０００円～

●お問い合わせは…
長与川まつり実行委員会（長与町地域政策課内）
ＴＥＬ ８８３－１１１１
●出店料・協賛金のお申込みは…
商工会長与支所 ＴＥＬ ８８３－２１４５

と ぎ つ 夏 ま つ り ２ ０ １４
とぎつ
１４
「とぎつ夏まつり」の開催日程等が決定しました。
と き
ところ

平成２６年８月３１日（日）
時津ウォーターフロント公園

協賛金申込み受付中！！
協賛金
広告看板

１口 ３，０００円～
５０，０００円（継続は３０，０００円）

●お問い合わせは…
とぎつ夏まつり実行委員会（時津町産業振興課内）
ＴＥＬ ８８２－２２１１
●出店料・協賛金・広告看板のお申込みは…
商工会時津支所 ＴＥＬ ８８２－２２４０

「鍵にゃん」の誕生日会が
開催されました
６月１０日（火）長与保育園にて、時津警察署の
キャラクター「鍵にゃん」の誕生日会が開催さ
れ、スクールサポーターによる園児への安全講話
や、園児からも出し物の披露等がありました。
西そのぎ商工会からは、役員と青年部員が出
席し、園児へプレゼン
トを贈呈しました。
こうした活動を通
して、微力ながら「安
全・安心なまちづくり」
に寄与していければ
と思います。

女性部ヘルシークリーンウォー
キング＆花いっぱい運動実施
女性部では、６月５日
（木）にヘルシークリーン
ウォーキング、６月２３日
（月）には、花いっぱい
運動を実施しました。
ヘルシークリーンウォ
ーキングでは、ウォータ
ーフロント公園から、七工区にかけて海岸沿いの
清掃活動を行いました。
当日は天気にも恵まれ、海岸沿いの散歩コー
スを歩く地域の方々とふれあいながらのウォー
キングとなりました。
一見すると、綺麗に見えた歩道も、草むらや
側溝には、食べ残しのお弁当箱や空きカンなど
が大量に捨てられ、マナーの悪さに大変残念な
気持ちになりました。女性部の活動によって、
ポイ捨てがなくなることを願っています。
花いっぱい運動では、今年も長与支所前道路
沿いに、マリーゴールドやサルビアの苗２８０株
を植えました。
今年はがんばらん
ば国体も開催される
ため、環境美化の取
り組みにおもてなし
の心もプラスしたも
のとなりました。

青年部 全国統一事業
「“絆”感謝運動」を実施
青年部では、６月１０
日（火）に 全 国 統 一 事
業 「“絆”運動」を 実 施
し、１２名が参加しま
した。
当日は、生憎の降り
しきる雨の中、「商工
会の日」という記念日でもあったため、雨天強
行で商工会時津支所周辺及び十八銀行時津支店
から商店街にかけての清掃活動を行いました。
さすがに大きいゴミは見つからなかったもの
の、たばこの吸い殻、ガムの食べかす、空きカ
ンなども見つかり、参加した青年部員は精力的
に清掃活動に励んでいました。
全国に展開する青年部の仲間たちで起こす、
地域へのムーブメントは、「絆と感謝」という
形でこれからも奉仕活動が続いて行きます。
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