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上野焼ができるまで
掘った土を色や性質などで分けて
約 15 日間ほど乾燥させます。
乾燥させた土を粉砕機で粉状にし
ます。
土をこして粘土状にします。
脱水機で陶土の余分な水分を出し
ます。
土練機や足踏みで土を練り、ねか
しやすい形にします。
こねた土をしばらくおきます。２
～５カ月ほどかけてなめらかにし
ます。
土の空気を抜きキメを細かく整え
ます。成形前に手作業で行います。
ろくろ、たたき、たたら、手びね
り、型押しなどの方法で、やきも
のの形をつくります。
仕上げの作業をしやすくするため
約２～３日ほど半乾燥させます。
こう だい

生乾きの状態で高台（茶碗や皿な
どの底にある丸い輪の形をした部
分）を削り出します。上野焼や窯
の刻印や彫刻・型起こし・手起こ
しなど装飾や変形する場合もこの
段階で行います。

しょうせい

形のできあがった状態で４日以上
かけて完全に乾かします。
800 ～ 850 度で焼きます。強度と
吸水性を増し、絵付けや釉掛けが
簡単になります。

創る

四〇〇年近い伝統を育みながら常に新たな

おもむき

仕上げられます。『土もみ三

年。ろくろ十年』といわれる

ほど、土の特徴を肌で感じ、

土と対話しながら成形でき

るようになるまでには、かな

りの年月が必要になります。

土はやきものの命。細心の

注意をはらう土づくりは、行

程の中で最も重要な作業な

のです。

上野焼の特徴は茶陶らし

ろく しょう

い上品な薄づくりにありま

す。酸化釉薬を使った『緑青

流し』が一般に知られていま

すが、実際には灰釉、銅釉、

鉄釉など、いろいろな釉薬が

つや

使われています。釉薬によっ

て肌合いや艶が違い、個性的

で多彩なのも上野焼の特徴。

しょう せい

一つの窯元で陶土づくりか

ら成形・絵付け・焼成まで行

い、窯元ごとに伝統を継承し

ています。

現在では茶陶だけでなく、

食器・飲食器などの生活用品

も多く作っています。四〇〇

おもむき

年の伝統と、洗練された現代

感覚の調和が上野焼の趣を

創り出しています。
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美しさを求めていく…。洗練された技が格調
高い趣を創り出しています。

窯から出して完成です。

行程での半分近くが土づ

1200 から 1260 度の高温で焼き固
めます。釉薬の特性によって酸化
炎・還元炎・中性炎を使い分け、目
的温度も変えて焼き上げます。

くりです。生き物である土

火の強さを考えながらバランスよ
く窯の中に詰めていきます。

は、長い月日をかけ丹精こめ

て、やきものに適した状態に

釉薬を掛けることで装飾性、強
度、表面のなめらかさを増し、吸
水性をなくします。

３

まき

焼成の様子。薪で窯の火を調
節しながら 1200 ～ 1260 度の
高温で焼き固める。近くで体
感する熱波はすさまじい。

上野焼協同組合理事長

青 栁 一 夫 さん
やきものは何といっても
土が命です。手の中で土の
性格を感じ取り、ろくろで
土と相談しながら形をつ
くっていきます。

仕上げの瞬間。上野焼の
証である『巴（ともえ
）
』
の印を一瞬で彫り上げる。
したたり落ちる汗をぬぐう
間もない。
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２

い、肥後八代城下で八代焼
こう だ
お
（高田焼）を興こす。尊楷は、

さん さい

ふじ たか

忠興が亡くなると仏門に入
そう せい
り宗清と名乗る。承応３年

ゆう さい

資料：八代市教育委員会提供

（1654 年）８月に８９歳で亡
くなった。

藩窯として栄え
伝統を育んでき
た上野焼。

上野焼は、豊前藩主細川忠

さん さい

興（三斎）が慶長七年（一六

そん かい

〇二年）に朝鮮の陶工尊楷を

招き、陶土に恵まれた上野の

あが

先人陶工たちは、文献
からもわかるように、決

昭和五十八年には国（通産

の高弟でもあった三斎好み

年（一六三二年）肥後熊本（八

大臣）の伝統的工芸品の指定

とき

の茶陶をつくりました。

代）へ移りましたが、二男の

を受け、現在二十九の窯元が

して楽な生活をしていた

その後、尊楷は藩主の移封

十時孫左衛門と娘婿の渡久

点在し、長い伝統から生まれ

がさ わら ただ ざね

（国替え）に従って、寛永九

左衛門が上野に残り、新藩主

た多彩な技法によって、それ

と

（小笠原忠真）となった小笠

ぞれの窯元が工夫を凝らし

お

原家のもと、皿山本窯で上野

ています。

はん よう

焼を続けました。藩窯として

栄えた上野焼は幕末まで守

り継がれていきます。

戦乱の世から間もない上

廃藩置県によって豊前小

倉藩がなくなった後、上野焼

野焼初期には野趣あふれる

さん さい

ろく しょう ゆう

の

は一時的に途絶えたかのよ

あが

がら現在に至っています。

で

大胆な作風がみられます。江

そ

戸後期には、一般的に知られ

し

ている銅を含んだ緑青釉を

はじめ、紫蘇手、上野三彩な

本窯で作られる。

上野焼は、徳川将軍家茶道

とおとうみのかみ

どがつくられ作品を特徴づ

こ ほう あん

１７世紀中頃の作と思われる。
上野焼は釜の口窯以降、皿山

指南役の大名茶人小堀遠州

まさ かず

けました。その作風は、時代

1579 － 1647 近江小室藩主で江戸時代初
期の大名茶人。本名小堀正一（政一）
。号は
孤篷庵。従五位下遠江守であることから「遠
州」の名で呼ばれる。
将軍家茶道指南役として千利休、古田織
部に続く一時代を代表し、その華麗で優美
な茶風は「綺麗さび」といわれた。
茶道具の鑑定にも優れ、遠州が鑑識した
ものは「中興名物」と称されている。
建築、造園にも優れ、幕府の作事奉行と
して、仙洞御所・二条城・名古屋城など多
くの名園や茶席を残した。

上野茶碗。上野皿山の十時
屋敷跡から出土されたもの。

が指導した国焼で、遠州好み

遠 州

おもむき

しゅう

背景によって趣を変え、格調

小 堀

えん

の茶陶、遠州ゆかりの七窯の

ぼり

高い洗練された形を残しな

資料：孤篷庵所蔵
こ

地（釜の口窯）で窯を築いた

ぞう たか くに

始まった。

尊楷は地名にちなんで上

き

われる。上野の地での
開窯は、釜の口窯から

のが始まりだと考えられて

の

野喜蔵高国と改名し、千利休

上野台鉢。釜の口窯
から出土されたもの。
１７世紀初めの作と思

います。

1563 － 1645 安土桃山時代から江戸時代
前期の武将。号は三斎。室町幕府滅亡後は
父藤孝（幽斎）とともに織田信長に仕えた。
明智光秀の娘、玉（細川ガラシャ）を妻
としていたが本能寺の変では秀吉方につく。
関ヶ原の合戦では徳川方に属し、その戦
功により豊前および豊後三十九万九千石を
所領した。文芸にも優れ、特に茶湯に通じ
千利休の高弟として利休七哲の一人に数え
られている。

知る

おき

かい

ただ

忠 興

そん

かわ

おき

ほそ

細 川

ただ

熊本県八代市にある尊楷
の墓。上野喜蔵高国と改名
した尊楷は藩主の移封に従

資料：永青文庫所蔵

忠興と尊楷の出会いから四〇〇年。

ふもと

尊楷たちは、福智山の麓で陶土に恵まれた上野の地で開窯した。

長い長い歴史の中に、計り知れない先人達
の労が刻まれています…。

人物紹介

わけではありません。
苦労に苦労を重ね、自
らの手で上野焼を創り上
げてきたのです。その汗
と涙、血のにじむような
努力があって、今日の上
北九州市立歴史博物館学芸員
歴史課長
まさ

野焼があるということを
心に留めておいてほしい

のり

永 尾 正 剛 さん

と思います。

おり
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上野焼は、昭和五十八年に国の

伝統的工芸品に指定された。現在
二十九の窯元が点在している。

うに思われましたが、明治三

くま がえ

十五年（一九〇二年）、田川

しゅ

郡の補助により熊谷九八郎

や

ぼり えん しゅう

によって復興されました。

ろ

こ

遠江国（静岡県）

と

ぜ

ひとつとして伝えられてい

・志戸呂

近江国（滋賀県）

ます。

所

はだ

べ

■遠州ゆかりの七窯

日 山城国（京都府）

し

・膳

大和国（奈良県）

ぜ

・朝

膚

あか

・赤

摂津国（大阪府）

そ
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こ

５

・古曾部

おお

※
茶道具の名器で、千利休以前のものを「大
めいぶつ
めいぶつ
名物」利休時代のものを「名物」小堀遠州選定
ちゅうこうめいぶつ
のものを「中興名物」と称する。

野 豊前国（福岡県）

せん とう ご しょ

・上

ちゅうこう めい ぶつ

取 筑前国（福岡県）

き れい

・高

べ

４

ひとし

仁
さん

豊富な体験がいい仕事につながる
渡窯

渡
一九六八年十二月三十日生 三十一歳

か、自分の足で蹴って回す

電動のろくろが主流のな
づきたいと思っています。父

に伸ばして、父に少しでも近

ら、僕にしかない部分をさら
ます。

みについて、ひと言お願いし

最後に、これからの取り組

志したきっかけは。

作られていきます。陶芸家を

うな動作で、次々と作品が形

口は出さないという父久兵

言してくれるけれど、あえて

ですよ」。肝心なところは助

学か高校生くらい。まだまだ

後、この魅力ある上野焼と共

ものがあると思います。今

と、まちづくりには共通する

るのですが、やきものづくり

という中国のことわざがあ

あやつ

「小さな頃から土遊びをし
衛さんの指導のもとで、仁さ
に、町がさらに発展していけ

け

『蹴ろくろ』を自在に操る渡
からみると陶芸家としては中

ていましたね…いつでもで
んの伸びやかな作風に益々

「『陶を知るもの政を知る』

仁さん。ムダのない流れるよ

きる環境だったので泥ん子
たら素晴らしいですね」。

娘だと思いますよ。仕事では

は、いつまでも目の離せない

うんです。父からみてわたし

の場合とでは、少し違うと思

「父と息子の関係と父と娘

ものがあると思うんです。未

戦して…。失敗してこそ得る

からは、たくさん研究して挑

がわたしのテーマです。これ

親しまれる作品を作ること

ね。同年代の人。特に女性に

めぐみさん㊧。生徒に『菊
練り』
（手練りの基本方法）

磨きがかかります。

最後に、今後の目標につい
てお聞かせください。
「女性らしい家庭的で使い

父にフォローしてもらって

熟ですから、何事にもチャレ

陶芸教室をサポートする

になって遊んでいました。父
から言われたことはないけ
れど『やきものをつくるん
だ』という感じが自分の中に
芽生えていったのだと思い
ます。しかし、時には迷うこ
ともありました。家を出てい
ろいろとやりましたが、気が
ついたら帰ってきていまし
たね」（笑）
「陶芸に関してはいろいろ
な体験がいい仕事に結びつ
くのだと思っています。遊ぶ
こととか何でも…」という仁
さん。
では、親であり師匠でもあ
る父の存在とは何でしょう。
「父はまじめだし僕とは違
います。遠い世界の人です。
僕にとっての目標であるけ
れど通過点にしたい。しかし
絶対にかないません。ですか

お

やすいもの、実用性のあるも

ばかり。頼りっぱなしでたい

ンジして、失敗から学んでい

のをつくっていきたいです

へん申し訳ないと思ってい

きたいと思っています」。

存在とは。

めぐみさんにとって、父の

と父公男さんは語ります。

きみ

しない姿勢は、わたし以上」

れます。「作品に対して妥協

失敗から何かを学んでいきたい

「血を分けた親子ですが、
ものづくりの点においては、
ライバルであってほしい」
と父久兵衛さん。

ます」。

受け継がれていく伝統技法。
㊧。写真は陶芸教室指導中の様子。

継ぐ
。その伝統を受け継ぐ二人の

四〇〇年近く育まれてきた美と技は、この陶
郷上野に生きつづけます。これまでも、そして、
これからも

吐かなかったという努力家

修行。その間、父に弱音一つ

春から、長崎の雲仙で一年間

陶芸家を志した十九歳の

若い陶芸家をご紹介します。

「父がやっているのを見て
と思ったのがこの世界に
入ったきっかけです。しか
し、実際に仕事となると大変
だということを実感しまし
た。趣味や遊びと違うのです
から…今では楽しみながら
作っています」。女流陶芸家
世良めぐみさんの作品は、女
性らしいやわらかさと現代
的感覚の調和が特徴です。

の二十七歳です。
「長崎では技術面もそうで
すが、精神的に大きな勉強に
なりました。家庭料理の腕も
上がったんですよ」（笑）。
まき

植物釉を使って薪窯で焼
くことにこだわるめぐみさ
ん。自然で美しい仕上がりの
作品ができた時のうれしさ
はひとしおだとか。めぐみさ
んのやきものづくりには、時
間はかかっても仕上がりの
良さ、風合いの良さが優先さ

世良 めぐみ さん

６
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広報あかいけ

７

１１年の６月から７カ月間、ニュージーランドへ１
人で勉強にいったというめぐみさん。女性らしい現代
感覚が、作品に反映されていく。

平成１１年に韓国の大ガメづ
くりの窯元で修行した仁さん。
力強い手つきで５０㎏の土を練
り上げていく。
堀田窯

蹴ろくろを巧みに操り、次々と
作品を成形していく。
は考えもつかない豊かな発想や表現
には、驚かされます」と父公男さん
みると難しい。

「ものを見る目、見極める目は娘
のほうが持っていますね。わたしに
の手本をみせる。一見、簡
単そうに見えるが、やって

27 歳
1973 年９月９日生

渡窯の渡仁さん㊧と父久兵衛さん㊨。

『面白そう、やってみたいな』

堀田窯の世良めぐみさんと父公男さん。

使う
工芸品は使ってこそ価値あるもの。素朴な
手ざわりの中に力強さを秘め、愛着を感じさせ
る上野焼。そのぬくもりを感じてください…。

たたず

翠山荘の落ち着いた佇まい。

昨年 11 月の「移動知事

麻生知事が愛用

室」で赤池町に訪れた麻生
知事。青栁不老園でろくろ
を体験し、見事な「湯飲み
茶碗」を作りました。知事

はたいへんお気に入りで、
現在、その湯飲みを使って

稔 さん

みのる

つつし

いるそうです。

今年で 107 歳。みなさん

ご存じの町内最高齢者、皆
川ヨ子さんも上野焼を使っ
ています。ご長寿の秘けつ
は、上野焼で飲むおいしい

お茶なのかもしれません。

わせたら、さらに映えるんで

は

の、例えば京焼とかと組み合

ができますが、ほかのやきも

器だけでも良い組み合わせ

「多種多様なので上野焼の

を購入するそうです。

ど、イメージを広げながら器

盛りつけたら映えるのかな

は

組み合わせや、どんな料理を

田中稔さんは、ほかの器との

飽きがきませんよ」。主人の

あ

がでるんですね。いいものは

が引き立ちます。いい風合い

「上野焼は使ってこそ良さ

皆川ヨ子さんも
使っています

茶会の席では、決して目立ち過ぎることなく、
それでいて、存在感のある上野焼。その独自の
雰囲気が、人と人とをつなぐ「和」のひと時を
つくります。

のある器が自慢。

上野焼を中心をとした魅力

もてなす『やど翠山荘』は、

一日一客をご夫婦二人で

あります。

たところに『やど翠山荘』が

すい ざん そう

る場所から五〇㍍ ほど登っ

やウォーターフロントがあ

にさしかかります。上野茶屋

ていると、やがて福智山の麓

ふもと

上野焼の窯元めぐりをし

上野焼の良さ 風合いは
使ってこそ引き立ちます
やど翠山荘

田 中

めです」とにこやかな表情の
菊谷さん。今まで催した茶会

菊 谷 ミツエ さん

小笠原家茶道古流師範
（友楽斎菊谷水月）

景色良し あたって良し
上野焼は茶器として最高です
茶道のほか礼法、華道、日
舞に精通されている菊谷ミ
ツエさん。小倉城庭園での茶
た

会と全く変わりなく、町民文
化祭でも毎年お茶を点てて
いただいてます。
「利休時代以降は『一、楽・
二、萩・三、唐津』などとい
われていますが、それらに負
けず劣らず上野焼は最高だ
と思います。遠州七窯それぞ
れのお茶碗を使ったことが
ありますけれど、ひいきなし
持ってみて重くもなく軽く

のほとんどに上野焼を使っ

もよお

もない。口にあててやわらか

てきたそうです。

に、上野焼が一番ですね…。

く口あたりが良い。色も多種

「一人でも多くの人たち
おのれ

に、お茶とその心を知って欲
しいと思います。己を慎み他
人を大事にする。人と人との
和を保つ『お茶』を力の続く
限り広めていきたいと思っ
ております」と菊谷さん。
日用品とは少し違う上野
焼の茶陶としての魅力は、実
際に茶会で使う人たちの心
を強く引きつけています。

ね
よ

こ

す。お客さんの目が肥えてま
すので、自分が納得した器し
か使いません」と田中さん。
旬の食材をつかった料理
を地元のやきもので盛りつ
け、心をこめてもてなす…。
お客さんは遠方からの常連
がほとんどで、女性がたいへ
ん多いとか。
料理と器が、お互いに高め
合い、一体となった美しさを
表現する。大切に使ってこ
そ、上野焼の魅力が引き立っ
ていくのです…。

８
広報あかいけ
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９

多様で景色がよい。良しずく

上野焼が一番似合う場所は
茶会の席なのかもしれません。

懐石の一部。上野焼の魅力ある器が季節の料理を引き立てます。

二十九の全窯元が参加した
役場の陶壁。個性豊かな三十
九枚の扇が、庁舎を彩る。

い ろ ど

よ

彩る
いろど

ひと

とき

高い芸術性。古き佳き風合い。くつろぎの一時。
はな

本のやきものを数多く所有
する陶磁研究家です。その古
上野の数は二〇〇点以上。四

考えます。人間国宝の誕生も

から理解され愛される上野

「多種多様で四〇〇年の伝

望まれるところです」と町長

ます」と毛利さん。

ひろし

ば

弘 さん

を魅了しています。

の高い芸術性が、訪れる人々

ンした」監修者の心と上野焼

「町の繁栄を願ってデザイ

ています。

伝統美がいっそう引き立っ

ゆう ごう

に、全窯元が情熱を注いだ陶
板の魅力が融合し、上野焼の

考えに考え抜いたデザイン

はならない」と久原さんが、

「上野焼のメンツを汚して

後世に残る大作です。

制作を行った記念碑として、

陶壁は、全窯元が初めて共同

さん。その代表作ともいえる

監修を手掛けてきた久原弘

久 原

赤池町文化連盟会長

全窯元による協力で
陶壁は 予想以上のでき栄え
役場庁舎の正面入口から
はいると、まず目に飛び込ん
でくるのが、縦五㍍、横六㍍
の大きな陶壁。風に舞う三十
九枚の扇（陶板）は、上野焼
の全窯元それぞれが作成し
たものです。
「全窯元が参加してくれた
のがうれしかった…」。町章
の考案をはじめ、町の公共施
設に関する多くのデザイン・

役場前にある久原さん監修の
モニュメントも上野焼が使われ
ている。テーマは「ＷＡ」。人の
「和」を広げる「輪」の中に、住
民を表す鳥が集まっていく様子
が描かれている。

のやきものと比べて豪華な

三杯のお茶が
一日のはじまりを静かに彩る

格調高い上野焼のやさしい魅力が、人が集う
空間を華やかに彩ります…。

めたきっかけを話す毛利さん

くれましょう」と研究をはじ

地元の素晴らしい文化を
理解し そして愛してほしい
茂 樹 さん

四〇〇年祭実行委員会上野焼展実施部会長

毛 利
は、赤池に住むわたしたち以
上に、上野焼に愛着を感じて
いるようでした。
「古い上野焼は萩にも唐津
にも負けていません。国焼茶
陶として文化史を彩ってき
た上野焼を地元の誇りとし
て、みなさんに使ってほしい

おいしそうにお茶をすす

気がします」と村上収入役。

ですね…」。二〇〇二年に開
る音となごやかな笑い声…。

「全窯元が一丸となった陶

行橋市で歯科を営む毛利

八時頃から業務開始の八時

焼。それを全面的にバック

催予定の上野焼展。今からと

「上野焼以外のやきものはいくつ
三十分まで町長室では三役
ありますか？」と訪ねると、
「わか
（町長・助役・収入役）のミー
りません」と微笑んだ毛利さん。
めい
もも ち どり
やわ
写真は古上野の名品、銘『百千鳥』
。 ティングが行われます。

アップする行政。今後の上野

さんは、上野焼をはじめ西日

〇〇年祭での上野焼展は、毛

らかな湯気で、その場を彩る

焼を核としたまちづくりに

統を感じさせる」水永町長

は語ります。上野焼を中心と

ても楽しみです。

利さんを中心に、出展作品の

上野焼。役場の一日はそんな

は、この三つが必要不可欠と

芸への情熱。住民のみなさん

選別作業に入っています。

風景からはじまります。

の特徴は「遊びがない形姿で

は、一般に知られている『緑

した観光資源の開発が求め

古上野。つまり上野焼初期
大名茶人たる細川三斎公の

青流し』がお好みだそうで

られるなか「上野焼四〇〇年

ろく

嗜好が色濃く反映されてい

す。「普段から何となく使っ

祭」は、町活性化の起爆剤と

こう

「やきものが好き。地元の

ています。愛着があるからで

して位置づけられています。

し

やきものをまず地元の人が

しょう」と今田助役。「ほか

しょう

愛さないで、他の誰が愛して

国指定の伝統的工芸品は福岡県内で六つあります

１
０
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１
１ 広報あかいけ

博多織
博多人形
久留米絣
小石原焼
上野焼
八女福島仏壇

町長（左上）助役（右上）収入役（右下）
。
三役の朝のミーティング風景。

庁舎の顔である上野焼の陶壁。思わず立ち止まって見てしまう…。

づけ、上野焼を核とした町全
体の活性化と振興を目的と
しています。
「二〇〇二年…まだまだ先
のこと」と思ってしまいがち

四〇〇年祭は実行委員会の努力だけ
で成功するものではありません。住民

のみなさんのご理解とご協力、ご支援
を賜りますようお願いいたします。

進む
町全体のコラボレーション（共同作業）を目指して…
現在、実行委員会では、記念すべき二〇〇二年上野焼

会が組織されました。

上野焼四〇〇年祭実行委員

ちづくりの転機として位置

とらえ方ではなく、新たなま

単なる記念イベントという

この上野焼四〇〇年祭は

の部会を設置しました。

ベント企画実施部会の三つ

会、ハード事業実施部会、イ

会のなかに上野焼展実施部

協同組合長を選出。実行委員

小松町議会議長・青栁上野焼

会長に水永町長、副会長に

四〇〇年祭の開催に向け、全力で準備を進めています。

先人陶工への深い感謝と
培われた陶技の末永い発展

つちか

を目指して、上野焼が開窯し
て四〇〇年をむかえる二〇
〇二年に上野焼四〇〇年祭
を開催します。

～十月一日。会場は小倉井筒

お買い得品いっぱいの「春の陶器まつり」と
はひと味違って「秋の窯開き」は、各窯の自慢
の作品が列びます。芸術趣向の「秋の窯開き」
は、掘り出し物に出会うチャンスですよ！

約二年間にわたった準備

町全体のコラボレーショ

屋九階パステルホールを予

１０月２０日（金）
・２１日（土）
・２２日（日）

の上野路をご家族で散策し
てみませんか。

各窯独自の個性豊かな自
慢の作品に出会えます。秋

上野焼 秋の窯開き

委員会を経て、七月二十日に

ン上野焼四〇〇年祭に向け

定しています。

は平成十四年九月二十六日

て、いま静かに、そして力強

■ハード事業実施部会

です。

く動きはじめました…。

上野焼会館（仮称）の建設、

て検討を行う部会です。これ

ですが、来年度中には、ほぼ

現在、月に１回から２回の

らの建設・設置は、平成十三

道路案内標識や広告塔の設

どの建設も来年度を予定し

ペースで各部会を開催し、全

年度を予定しています。

準備を整えなければなりま

ています。今年度から実行委

力で準備を進めています。

■イベント企画実施部会

置、記念碑の設置などについ

員会が本格的に活動しなく

■上野焼展実施部会

せん。上野焼会館（仮称）な

ては間に合わない状況なの

ロゴマークの作成。陶器まつ

ポスター、パンフレット、
まで～』の開催にむけて、企

り、記念講演、日韓友好など

『上野焼展～初期から現代

四〇〇年祭のキャッチコ

画立案や準備を行う部会で

です。
ピーは「土と炎、人と情熱、

の企画立案を行う部会です。

（共同作業）」。イベントの成

す。現在の計画では展示期間

功には住民のみなさんの理

未来へのコラボレーション

上野焼四〇〇年祭のロゴマー
ク。燃えさかる炎のなかに上野焼

いしずえ

」が描か

爆剤として位置づけ、町あげての取り
組みで実施したいと考えています。

解と協力、そして参加が必要

祭を開催いたします。
この記念すべき祭典を町活性化の起

の証である「ともえ
れている。

讃えるとともに町の未来への開扉を目
指して、二〇〇二年に上野焼四〇〇年

１
２
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１３ 広報あかいけ

かい ひ
たた

上野焼四〇〇年祭実行委員会
会長(赤池町長）

康 雄

上野焼の礎を築いた先人陶工の労を

７月２０日に開催した第一回
実行委員会。
検討が進められている。

われた陶技を守り、新し
い時代の扉を開きます。

水 永

上野原田の上野焼会館（仮称）建設予定地。平成
１３年度に建設予定で、現在ハード事業実施部会で

上野焼の火がともされて
四〇〇年。長い歴史に培

敬老会
１０月１５日(日)

9 時 30 分受付
１１時 開会

10

22

22

（日）

町民会館大ホールで開催します。
町内在住の７０歳以上の人が対象です。

あかいけクリーン作戦

ご長寿おめでとうございます

町中みんなで大そうじ。ピッカピッカのき
れいな町に。

今年で一〇七歳をむかえ

る町内最高齢者皆川ヨ子さ
ん（常福）は県内でも第七

位。その敬老のお祝いに水
永町長が訪問し、お祝い状

や花束などを贈りました。

ヨ子さんいつまでもお元気で

10

（日）

●午前９時から●ところ：赤池町内全域
●主管：赤池町地区公民館連合会

ポリー・フェルマン
ピアノリサイタル

10

29
（日）

町内長寿番付二位の中村

キヌイさん（東組）は、九
十九歳。その白寿のお祝い

に、郵政大臣からのお祝い
状と記念品を大久保赤池郵

便局長が手渡しました。

ふれあいコンサート

南米を代表する世界的ピ
アニストがおくるエレガ
ントなステージです。
●午後１時から
●ところ：同和対策中央研修所
●後援：アルゼンチン大使館

小さな町の大きな音楽会。
楽しくホットな演奏がいっぱいです。
●午後１時から●ところ：同和対策中央研修所
●主管：赤池町文化連盟
来年は記念すべき１００歳です

11

３

皆川 秀吉 97
木村 亀市 95
一木 壽直 92
稲垣
力 92
山本
進 91
柴田 司一 91
髙山
護 91
辻村 三男 91
梅木田福次郎91
安永 恒雄 90

横綱
大関
関脇
小結
前頭
前頭
前頭
前頭
前頭
前頭

皆川 ヨ子
中村キヌイ
木本ハツヱ
山田 フミ
金田 ノブ
日高カツヲ
冨永 サヨ
熊谷シヅノ
森
キミ
吉田 政衛

107
99
98
98
97
97
97
97
97
97

●主催：’
00 童謡まつり in 赤池実行委員会

イベント参加料はすべて無料です。

（祝）

子どもの歌創作曲コンクール
元気かな？かわいいかな？みんなが創った
子どもの歌は。とってもたのしみです。

11

35

11

～

５

（祝･土･日）

（日）

子どもの歌創作曲コンクール第３部

忘れていませんか？
赤池町敬老お祝い金
役場が発送したはがきと印かんをお持ちい
ただき、役場福祉健康課福祉係（正面入口から
入って左奥）の窓口でお受け取りください。

１
５

広報あかいけ

筑豊交響楽団コンサート

あかいけ町民文化祭

あかいけふるさとフェア

筑豊を代表するオーケストラによる迫力と
感動のひとときです。

町のアーティストや風流人が作品と技を披露。
アートな３日間です。

ほしいもの。ゴキゲンなものがいっぱい。
屋外ステージのショーも魅力です。

●午前１時から●ところ：同和対策中央研修所
●後援：
（社）日本童謡協会

●ところ：赤池町民会館
●主管：赤池町文化連盟

●午前９時から●ところ：赤池町民会館前広場
●主管：ふるさとフェア実行委員会

広報あかいけ

１
４

●田川地区総合防災訓練

大型地震災害に備えて
田川市郡一市八町一村
による総合防災訓練が八
月二十五日に糸田町民グ
ラウンドで行われました。
各消防団の連携を強め
福智山断層の直下型地震
に備えました。

赤池町消防団「放水開始！」

河川敷に屋外ステージを設置

●彦山川夢コンサート

生活に欠かせない
川の大切さを再認識
ひこさんがわ夢の会主
催の彦山川夢コンサート
が九月九日に上野橋下河
川敷で行われました。
十団体が参加し太鼓・
吟詠・朗読・手話・俳句・
合唱などを披露。建設省
遠賀川工事事務所による
映像を交えた河川環境の
説明も行われました。
最後は童謡の町らしく
「カモメの水兵さん」を
約五〇〇人の参加者で大
合唱。コンサート終了後
には、打ち上げ花火が夜
空を飾りました。

●彦山川ふるさとフェス
タ・イカダくだり

タイムよりアイディアと
チームワークを競う
町子育連主催のイカダ
くだりが八月二十七日に
彦山川で行われました。
二回目の開催となる今
回は、地域の子ども会や
企業会など五そうのイカ
ダが参加。環境保全を目
的に、タイムではなくア
イディアやチームワーク
を競いました。
上野橋下から蔵元橋ま
での間約一・五㎞を創意
工夫した手作りイカダが、
気持ち良さそうに川をく
だりました。

風で横幕が破れてしまいました

●三二〇歳町民ソフト
ボール大会

マレーシアでの平川団長（左）

●田川郡子ども会親善
スポーツ大会

がんばったお父さん
強豪十八支所が優勝

●ＷＩＮＧホームステイ
派遣事業

戦争跡地を訪問し
平和の尊さを体験
ＷＩＮＧホームステイ派
遣事業が八月十八日から十
日間マレーシアとシンガ
ポールで行われました。
県内の中学生二十人が
参加し、赤池町から中学
一年生の太田渚さん永冨
美代さん平川萌香さんの
三人が参加。指導員の平
川紀美子さん（８の４）
が団長を務めました。
村の語りべのお話や
現地中学生との討論会
など、平和の尊さを肌で
感じた十日間でした。

大きな歓声が飛び交いました

町体協主催の三二〇歳
町民ソフトボール大会
が、九月十日に町民球場
と町民グラウンドで開催
されました。
チーム選手の年齢合計
が三二〇歳以上であるこ
とがルールの今大会、投
球もスローピッチが条件
です。地域から十一チー
ムが参加し、熱戦が展開
されました。
優勝は毎回上位の強豪
十八支所。二位は十一支
所。三位九支所でした。

赤池で深まった
子どもたちの友情
田川郡子ども会親善ス
ポーツ大会が八月二十日
に赤池町民球場と町民グ
ラウンドで行われました。
「お互いの親睦を深めよ
う」と郡内九カ町村の子
ども会が参加。楽しそう
な親善試合が繰りひろげ
られました。
赤池町子育連チームは
行われた二種目ともに善
戦し、フットベースボー
ルの部三位、ソフトボー
ルの部二位と見事な成績
をおさめました。

ナイスキック！弾丸ライナー

初出展でテレ笑いの助役（右から二人目）

●第九回青陽会美術展
たん のう

ひと足早い
芸術の秋を堪能
青陽会美術展（指導者
久原弘さん）が九月十五
日から十九日までの五日
間、町民会館で開催され
ました。
青陽会の会員十九人の
油絵や水彩画など、いつ
もより多い五十点の作品
を展示。訪れる人は絵画
を観るたび、感嘆の声を
もらしていました。
なお、十二月十二日か
ら十七日まで田川市美術
館で『久原弘と三彩会・
青陽会展』を開催しま
す。ご期待ください。

わぁビックリ・まぁうれしい

●セーフティステーション

安全運転呼びかける
赤池ナシで事故ナシ
田川警察署と田川交通
安全協会赤池支部による
セーフティ・ステーショ
ンが九月十九日に庁舎入
口近くの県道で行われま
した。
いきなり警察に誘導さ
れ驚いた様子の運転手。
「事故無し」の意味を込め
た赤池梨が手渡されると、
ホッとしたのか、大きな
笑みがこぼれていました。
用意した四〇〇個の赤
池梨は、ドライバーの安
全運転で家庭の食卓に運
ばれたことでしょう。

健診結果説明会

母子手帳交付制度説明会
健診結果説明会

健康相談

体育の日

統一秋祭り

のど自慢・秋祭り
心配ごと相談

ＢＣＧ

ツベルクリン反応

小学校体育祭

10月行事予定表
話題の情報は役場広報担当まで
℡（２８）２００４・内線２２３

はつらつと生きよう会

ふれあいコンサート

心配ごと相談

住民健康相談

はつらつと生きよう会

ポリーフェルマンピアノリ
サイタル・クリーン作戦

親子であそぼ教室

三種混合・心配ごと相談
はつらつと生きよう会

乳児相談

健診結果説明会

ご確認の上ご参加ください

あります

行事予定は
変更されることが

木 水 火 月 日 土 金 木 水 火 月 日
火 月 日 土 金 木 水 火 月 日 土 金 木 水 火 月 日 土 金
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梨
赤池

梶原信子さん県
体新記録で優勝

八月二十日に飯塚市民

有田さんが福岡県
美術展で入賞

第五十六回福岡県美術展
覧会で有田真介さん（原）の
洋画が読売新聞社賞を受賞
しました。また、東真須美さ
ん（車道）の書と田中清山さ
ん（堀田）の工芸が入選しま
した。
有田真介さんは、昨年も入
選し、メキメキと腕をあげて
いる十九歳の大学生。画風を
変えてはじめて描いたとい
う油絵『女で…』で見事入賞

上野哲也さん小説
現代新人賞受賞

赤池町（新町）出身の上野
しました。有田さんが表現し

プールで行われた県民体育
哲也さんが、小説「ニライカ
たかったという「女性の孤独

ひとり

ん（皿山）が出場。四十五～
ナイの空で」で小説現代新人

大会水泳種目に梶原信子さ
四十九歳の部女子五十 ㍍ 自
賞を受賞しました。

母校である赤池中学校の美

有田さんの将来の目標は、

る作品です。

さ」が、実によく伝わってく

由形（三五秒一四）・女子五
「炭坑閉山後、多くの人が
離れ、さびれていく赤池町。

十㍍バタフライ （三九秒〇
三）の二種目ともに大会新記

千円
五千円
一万円

【使用済みテレホンカード】
天郷荘
十三枚

六万千四百二十四円
【古切手】
天郷荘
三百八十六枚

９月例会成績
（招待）
Ａパート 優勝 山田 英夫さん
久さん（市場）
Ｂパート 優勝 早谷
10 月例会 ８日(日)９時 30 分～ 16 時
場所 天郷青年の家

反面、東京オリンピックなど
でますます華やぐ都会。その
明と暗の落差、ギャップを書
きたかった」と上野さん。現
在は続編に取りかかってい
るそうです。
とても気さくで活気に満
ちあふれる上野哲也さん。四
十五歳での新人賞、晩成の大
器として注目されています。
赤池町出身の上野さんを
みんなで応援しましょう。

山本真由美
太田博視
夢の会
【ふれあい基金】
福祉バス内ふれあい基金箱

ふく

ち

みね

つま

つ

練習に熱が入ります。

出が決まり、大会に向けての

これで、来年の九州大会進

チームが見事優勝しました。

ボール南筑豊大会で、赤池町

行われた身体障害者ゲート

九月十日に添田ドームで

身障ゲートボール
南筑豊大会で優勝

います。

県内の各展示場で展示して

県展の入賞作品は、今年中

躍が期待されます。

術教員だそうです。今後の活

入賞した洋画『女（ひとり）で…』

福岡県空手道大
会で大活躍

■大会の成績■
▼男子型の部
○小学一年
植田 透 二位
○小学二年
竹下元樹 優勝
○小学四年
中村太久雲優勝
谷川七斗 二位
髙津瑛嗣 三位
▼女子型の部
○小学一・二年
近藤仁美 優勝
宮崎 楓 三位
○小学五・六年
中村麻利奈三位
▼男子組手の部
○小学一年
植田 透 優勝
○小学二年
高倉一寿 優勝

ま

赤野剣志郎三位
竹下元樹 三位
○小学三年
宮崎翔希 二位
植田和彦 三位
○小学四年
谷川七斗 優勝
示馬
三枝右
三位
髙津瑛嗣 三位
○小学五年
吉武鉄平 二位
▼女子組手の部
○小学一・二年
髙津湖由季優勝
近藤仁美 二位
宮崎 楓 三位
○小学三・四年
工藤この実優勝
山本千尋 二位
○小学五・六年
中村麻利奈優勝

大活躍しました。

八月六日に田川市総合体育館
で行われ、町体協の空友会が

福岡県空手道選手権大会が

おめでとう

面影の消ゆることなし一葉落つ
風はたと止みて広がる暑さかな
老いゐてもやはり気になる日焼かな
天高し丈を二倍にする背伸び
露草の藍に心の安らぎを
思ひ出は夫との月日盆の月
新涼や孫のつれづれ聞くことも
盆法要堂の端まで風届く
童顔の汗と涙の甲子園
ねんごろに亡夫に語りつ墓洗ふ
童顔の息子の遺影盆の月
秋涼し我が影つれて散歩かな
送り火の消えて一人の家居かな
福智嶺の日の出を拝む稲の花
夫の忌をすませし夜の遠花火
住み古りて住みよくなりし日日草

選 者 吟
吉村 徳市
神田恵美子
小場 妙子
大久保幸子
末松トモ子
村上 寿子
大久保昭女
立花サヱ子
熊谷カツミ
宇野八重子
吉田
弘
西郷里末子
森
玲子
亀谷千恵子
池田 駒女

大活躍！空友会の少年拳士たち

すばらしい

囲碁同好会だより

録で優勝しました。

ありがとうございました
赤池町社会福祉協議会
「ふれあいと
福祉の町をめざして」
八月十六日～九月十三日
（順不同敬称略）

故 進

【香典返し】
花元マサ子（町営伏原）故 繁
山田久子（高尾）

二千六百円
五千円

故 力男
十七万円

平川政光（８の４）故 アキヱ
細川 勉（原田） 故 伊平
天野重丸（南町）
故 イチ
香月孝子（猿田）
以上六件
【寄付】
匿名二件
のんきや

有田真介さん・昨年の入選作品の前で
田中会長より

優勝して来年の九州大
会出場権を得た池永・池
田・大迫・沼口・手銭選手

出版記念会であいさつする上野さん

面は「陶器まつり専用バス」が運行します。

１８
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で折り返し運転となります。原田から上野方

拍手！

やったー
福祉センターの行事
【休館日】２、９、15、16、23、30 日
【心配ごと相談】
７、17、27 日（10 時 30 分～ 15 時）
【健康相談】10 日（10 時～ 14 時）
【福祉バス】10 月 20 ～ 22 日の間は上野原田

二種目で大会新記録を出した梶原さん

■田川市■ 544-2000
○児島虎次郎展 10 月 29 日（日）まで
（田川市美術館）観覧料 一般 800 円・
高大生 500 円・小中生 300 円
○ふくおか県民文化祭民舞フェスティバル
10 月 15 日（日）13 時 入場料 1500 円
（田川文化センター）
○ふくしまつり 10 月 15 日（日）10 時
（スマイルプラザ田川）
○公民館まつり 10 月 28・29 日（田川文
化センター・田川青少年文化ホール）
■金田町■ 522-0555
○ふれあい朝市（金田駅西口）
毎週水・土曜日７時～ 15 時
■方城町■ 522-0520
○方城産地直売所 毎週金・土・日
９時～ 16 時（せせらぎ公園）
■糸田町■ 526-1231
○スポーツフェスタ in 糸田 10 月 15 日
（日）９時（糸田町文化福祉総合会館）
○敬老会 10 月 22 日（日）10 時
（町民体育館）
■香春町■ 532-2511
○香春町ふれあい市
毎日８時～ 13 時（役場分館１階）
■川崎町■ 572-3000
○ふれあいＹＯＵ遊市
毎週火・金曜日６時～ 11 時 30 分
（ＪＡ田川川崎支所）
■赤 村■ 562-3000
○赤小学校体育会 10 月１日（日）
（赤小学校グラウンド）
■大任町■ 563-3000
○暴力絶滅総決起大会
10 月６日（金）13 時 30 分
（レインボーホール）
○しじみ祭り 10 月 29 日（日）10 時
（六本松河川敷）
■添田町■ 582-1231
○ふる里まつり 10 月 21・22 日 10 時～
（そえだサン・スポーツランド）
○岩石城まつり 10 月 22 日（日）
（役場～そえだサン・スポーツランド）
○韓国文化講演 11 月４日（土）18 時
（オークホール）入場無料

俳句は心の渇きを癒してくれる泉

すごい

お祭り対策実行委員会
主催

20

ご協力をお願いいたします。

13

15

16

福岡北九州高速道路公社

北九州高速道路料金変更

10

ボランティアスタッフの募集

問い合わせ先
します。日頃から趣味で作っ
行政相談員 神野一郎さん
たものを販売したいアナタ
℡（２８）２９６９
の出番です。
開催日
月５日（日）９時
無料法律相談会
会 場 町民会館前広場
福岡県弁護士会
内 容
法律に関することなどお気
趣味の手作り品の販売や
軽にご相談ください。弁護士
バザーを希望する個人か団
が相談をお受けします。相談
体に１坪の場所を提供しま
料無料、秘密は厳守されます。
す。今回は８カ所分を準備し
日 時
ています。ただし、水道・ガ
スなどの設備は使用できま
月 日（木） 時～ 時
せん。販売台などは各自でご
場 所
用意ください。
役場二階会議室
申し込み期間
問い合わせ先
月２日（月）～ 日（木） 役場総務課庶務係
先着順です。定数８になり次 （内線２２２）
第しめ切ります。
無料調停相談会
申し込み問い合わせ先
田川調停協会
赤池町商工会
交通事故、鉱害、土地建物
℡（２８）５０５５
申込用紙にご記入ください。 金銭貸借、夫婦親子関係、遺
産相続などについて相談を
秋の行政相談週間
お受けします。相談料無料、
総務庁
秘密は厳守されます。
日 時
月 日（火） 時～ 時
場 所
ヤングワークＦＵＫＵＯＫＡ
（田川勤労者総合福祉セン
ター）
問い合わせ先
田川調停協会庶務係
℡（４２）０１６３
16

11

12

15

月 日～ 日は秋の行
政相談週間です。あなたの苦
情や意見をお聞かせくださ
い。相談料無料、秘密は厳守
されます。
日 時
月 日（火） 時～ 時
場 所
赤池町福祉センター

11

赤池町子ども会育成連絡協議会

将来を担う子どもたちが
体験活動を通して、たくまし
く生きる力を育むために、今
年も通学合宿を開催します。
５泊６日で約 人の子ど
もたちが、家庭を離れ共同生
活をしながら通学します。
子育連では、子どもたちを
支えてくださるボランティ
アスタッフを募集いたしま
す。子どもたちの有意義な体
験にぜひご協力ください。
期 日
月 日（月）～ 日（土）
５泊６日（何日でも結構です）
会 場
天郷青年の家
内 容
児童や食進会の送迎、子ど
もたちの指導、その他。
※スタッフ研修を２回程行う
予定です。
申し込み問い合わせ先
赤池町教育委員会
社会教育課社会教育係
℡（２８）４１００

ふるさとフェア実行委員会

ふるさとフェア参加募集

30

工事にともなう道路通行止に

26

北九州都市高速の料金が
月１日（水）午前０時から
変わります。
変更後料金
普通車五〇〇円
（変更前四五〇円）
大型車一〇〇〇円
（変更前九〇〇円）
現行料金の回数通行券
（普）四五〇円（大）九〇〇
円は、平成 年１月 日（水）
までの３カ月間、差額金の支
払いなしで通行できます。
問い合わせ先
福岡北九州高速道路公社
総務部業務管理課
℡０９２（６３１）３２８４
北九州事務所管理課
℡０９３（９２２）６８１１

－１０月は町県民税３期・国民健康保険税４期の納期月です－

21

今年もふるさとフェア会
場の一部４テント分を開放

通行止のお知らせ

２０
広報あかいけ

－5 赤池町役場 28-2004 ･ 赤池町教育委員会 28-4100 －
２１ 広報あかいけ

16

町教委社会教育課 ℡（28）4100

最低賃金の改正について

整体ヨーガ教室のお知らせ
不動産取得税は不動産（土地・家
屋）を取得した人に課税されます。
要件によっては不動産取得税が軽
減されます。
くわしくは、福岡県田川県税事務
所・℡（４２）９３０３まで、おた
ずねください。

１０月１日から福岡県の最低賃金
が改正されます。新しい最低賃金は
１日５，１０７円（現行 5,066 円）
１時間６３９円（現行 634 円）です
問い合わせ先 福岡労働局労働基準
部賃金課・℡092(411)4578または田
川労働基準監督署・℡(42)0380まで

自律神経を整え心身ともに健康へ
と導きストレス解消になります。
とき 毎週水曜日10時30分～12時
毎週月曜日19時30分～21時
ところ 赤池町民会館 和室
問い合わせ先 小林ふみ子さん
℡（２８）４９５２
今回、演奏会を行いますのでお気
軽にご参加ください。
と き １０月２８日（土）１０時
ところ 市場保育所
演奏内容 歌、踊り、楽器演奏など
問い合わせ先 大森加代子さん
(赤池中)℡(28)2117
大森ファミリーと音楽仲間は、ひ
と家族と音楽好きな友人とで、演奏
活動を行っている団体です。
メンバーは演奏内容にあわせて編
成し、保育園・高齢者施設・病院な
どを訪問し、ボランティアで演奏し
ています。

10

問い合わせ先

不動産取得税の軽減について
大森ファミリーと音楽仲間の演奏会

22

11

上野焼

『のど自慢大会』を開催します。

17

31

17

13

人権を語る夕べパネリスト募集

１９時から同和対策中央研修所で

10

13

10

10

赤池町同和教育推進協議会

が集合します。また１０月７日の

10

11

10

10

19

10

民会館前広場に各地区の勇壮な山

21

対象者
町内在住者で 歳以上の人
テーマ「高齢者問題」
内容
介護保険・年金・福祉関係施
設などについて、日頃から感
じている意見や疑問などを
８分間程度で発表してくだ
さい。
日 時
月４日（月） 時
会 場
同和対策中央研修所
申し込みしめ切り
月 日（火）
申し込み問い合わせ先
赤池町教育委員会
社会教育課社会同和教育係
℡（２８）４１００

祭り』を開催。８日の 10 時には町

入場料 無 料
に、みなさまのご協力をお願
日フィル・ミニコンサート
いいたします。
問い合わせ先
赤池町
問い合わせ先
役場総務課まちづくり係
役場総務課まちづくり係
日本フィルハーモニー交 （内線２２３）
（内線２２３）
響楽団のメンバーが、役場
国 勢 調 査
ホールでミニコンサートを
総務庁・福岡県・赤池町
年賀はがき予約受付
開催します。
赤池郵便局
心なごむ演奏に耳を傾け
みなさん調査票は、もう提
出されましたか？
てみませんか？
郵政省では 月１日から
お配りした調査票は、国勢
秋の優雅なひと時をお楽
平成 年用年賀はがきを発
しみください。
調査員が回収にあたります。 行いたします。赤池郵便局で
調査の結果は 世紀のま
内 容
は 月１日から年賀はがき
ヴァイオリン・ヴィオラ・ ちづくりに生かされます。
のご予約を受け付けます。
ピアノによるクラシック音
インクジェットプリンタ
すみやかな調査票の回収
楽（モーツアルト、ドヴォル
用のはがきや目の不自由な
ザークなどの名曲）を演奏し
人へのくぼみ入りはがき、ま
ます。
た、寄附金付お年玉付年賀は
日 時
がきもございますので、お求
めください。
月 日（月）
ご予約問い合わせ先
時 分～ 時 分
赤池郵便局
会 場
℡（２８）２０４２
赤池町役場一階ホール

１０月７・８日の２日間『統一秋

13

31

統一秋祭り

20 30

12

10

12 10

定期的に血圧のチェックを

一四人中一三〇人（三一％）が境界

十一年度の健診結果では、受診者四

数近くにみられます。赤池町の平成

で、五十代にさしかかると全体の半

高血圧は日本人に多い病気の一つ

しょう。

し、生活習慣改善の秘訣を実践しま

参加いただき、高血圧について理解

る「高血圧を防ごう会」にぜひ、ご

一番良い方法。そこで、今回開催す

なりはじめた境界域高血圧の人、家

高血圧で治療中の人、血圧が高く

族が高血圧の人など、そのほか高血

域高血圧か高血圧と診断されました。

高血圧は、脳卒中・心筋梗塞・腎

圧予防に興味のある人の参加をお待

「うえのやき？」
「いや
あがの焼です」。昨年
アクロス福岡で行われ
た上野焼展を取材した
際『上野焼』を正確に
読めない人が多いのを
実感しました▼「はじめて読む人は、
まず『あがの』とは読めませんね。だ
からホラ、看板にもちゃんとふりが
なをうってますよ。リーフレットと
か関係するものすべて…」そんな青
栁理事長の言葉が強く心に残ってい
ます。特に関東での知名度が低いそ
うです▼上野焼の良さをもっとたく
さんの人に知って欲しい！そんな願
いを込めての上野焼特集。ご協力い
ただいた皆様に感謝いたします（士）
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●はつらつと生きよう会のお知らせ●

不全など主要臓器の病気をまねく怖

転入 20 転出 32 出生 11 死亡 10
平成 12 年８月末現在（ ）内は前月比

介護保険の申請による各種制度に
ついて、シリーズでご紹介します。

と き：１１月７日（火）
１０時～１１時３０分
１２時３０分～１６時
ところ：赤池町役場
※１６歳～６４歳の健康な人が対象です

ちしています。

人口 １０２９３（－ 11）
男
４８０６（－３）
女
５４８７（－８）
世帯
３８９６（＋２）

ろしい病気です。寝たきりや老人性

•œ ●献血のお知らせ●

13

痴呆などの原因の大半は、動脈硬化

日（火）

日（火）

15

●プログラム

14

参加料は無料。時間は４回とも
分から 時までです。

時
11 30
月

（内容）高血圧症の食事について

21

①

症を防ぐため

11
月

日（火）

②

（内容）減塩食の工夫について

28

にも血圧値が

高くなりはじ

11
月

月５日（火）

③

（内容）高血圧症の日常生活について

12

めたらまず生

活習慣改善を

④

（内容）高血圧症の運動について

中心に、一般

療法を長期間

●場 所
赤池町民会館

行うことが大

●申し込みしめ切り

月２日（木）

●申し込み問い合わせ先

11

切です。

改善はでき

るものから、

役場福祉健康課健康衛生係

と き：１０月１１･１２･１３日
（水・木・金）の指定日
ところ：同和対策中央研修所
※健康手帳をお忘れなく

そして楽しみ

元気が一番！
大介が一番！

●健診結果説明会●

℡（２８）２００４

※ ポリオの予防接種は通常どおり行います。

ながら行うの

２歳 男の子（高見台）
Ｈ１０年１０月１７日生
■かあちゃんからのメッセージ■

内線１４５・１９０

木 村 大 介くん▼

が長続きする

１歳 女の子（大和１）
Ｈ１１年１０月１８日生
■ママのメッセージ■
パパとママの宝物…
それはちょっぴり（？！）
ふとってて、とってもか
わいい さらんです

や脳卒中なのです。

らん

高血圧が軽度のうちは自覚症状が

さ

▲持 丸 咲 想 ちゃん

実 施 日 行 事 名 対 象 者 場所･時間
婦 役場会議室
10 月 11 日 母子手帳交付 妊
（水） 制 度 説 明 会（パパもどうぞ）13:00～13:30
10 月 16 日 乳 児 相 談 生後３～12カ月 赤池町民会館
（身体計測ほか）13:30～14:30
（月）
10 月 17 日 三 種 混 合 生後３～12カ月 赤池町民会館
13:30～14:20
（火）
10 月 20 日 親子であそぼ 就学前の乳幼児 赤池町民会館
教室
と保護者 10:00～11:30
（金）
10 月 25 日 住民健康相談 健康や介護で 役 場 会 議 室
（水）
相談のある人 13:30～16:00
11 月８日 母子手帳交付 妊
婦 役場会議室
（水） 制 度 説 明 会（パパもどうぞ）13:00～13:30
11 月９日 ポ リ オ 生後３～18カ月 赤池町民会館
13:30～14:20
（木） （ 小 児 マ ヒ ）

ないので、そのまま放置しておく人

発行月に誕生日を迎える３歳までの子を募集しています（先着順）

が少なくありません。高血圧の合併

１０月生まれ

福祉用具購入費の支給
介護ベッドや車イスなどが必要な人は、介護認

③滑り止めや移動を円滑にするためなどの床材変更
④引き戸などへの扉の取り替え

定を受け、ケアプランを作成すれば貸与（レンタ

⑤洋式便器などへの取り替え

ル）が受けられます。入浴用のイスやポータブル

⑥その他前各号の改修に関して必要となる住宅改修

トイレ、特殊尿器などレンタルになじまない福祉

①１０月１７日（火）１０時～１２時
内容「生活習慣病とは」
②１０月２４日（火）１０時～１２時
内容「バランスのとれた食事」
③１０月３１日（火）１０時～１２時

用具は自分で購入しなければなりませんが、領収

内容「健康と運動」
④１１月 ７日（火）１０時～１２時
内容「体を動かそう」
ところ：赤池町民会館
※高血糖値、体重増加
気味、高脂血症の人

自宅での介護がしやすいように介護認定を受け

毎月口座から引き落とされますので、安全でしか

た人が下記にある種類の改修を行った場合、申請

も便利です。一度手続きをすれば停止手続きをし

により改修費の９割が払い戻されます。

ないかぎり継続して納めることができます。振替

など、お気軽にご参
加ください。

書を添えて役場で申請すれば保険から９割分払い
戻されます。年間１０万円まで可能です。

介護保険料（６５歳以上で年金からの天引きができない人）の
納入は便利で安全な口座振替をご利用ください
６５歳以上で年金から天引きされない人（普通
徴収の人）は、毎月金融機関か役場で保険料を納

住宅改修費の支給

１軒につき２０万円までが対象になります。ケ

めていただきますが、口座振替制度を利用すると

申し込み用紙は、役場介護保険係にあります。

アマネージャーの意見書、着工前後の写真・領収

介護保険に関するお問い合わせは

書・工事仕様書などが必要です。

役場介護保険係 ℡ 28-2004 内線 146、広域連合田

①手すりの取り付け

川支部 ℡ 49ｰ1093 または、利用している事業所の

②床段差の解消

ケアマネージャーまで。

広報あかいけ

２２

赤池町は昭和６３年に「童謡の町」を宣言しています

かわいい園児たち
３５６人が町民グラ
ウンドに大集合！
９月１７日に町内
四保育所合同の『体
育のつどい・動物村
のおまつり』がにぎ
やかに行われまし
た。会場は競技を楽
しむすてきな笑顔で
いっぱいでした…。

たくさんの感動を

与えたシドニーオ

リンピック。その

開会式で「平和の

祭典」を強く印象

づけたのが、韓国

と北朝鮮による南北合同の

入場行進です▼白地に青で

朝鮮半島を描いた「統一旗」

を先頭に、韓国と北朝鮮の選

手団が分断の歴史を乗りこ

え入場すると、スタジアムの

観衆は総立ちとなりました

▼新時代に入った韓国と北

朝鮮。今後の国際スポーツ大

会に向け南北統一チームの

編成も協議されています。二

〇〇二年にはサッカーワー

ルドカップ日韓大会も開催

予定です▼時を同じく、赤池

町も二〇〇二年に上野焼四

〇〇年祭を開催します。朝鮮

陶工尊楷が開窯した上野焼。

わが町の伝統的工芸品と韓

国とのつながりは深いもの

があります。現在、実行委員

会では日韓友好の催しも検

討しています▼赤池とゆか

りある韓国と北朝鮮の統一。

民族和解の象徴「統一旗」が

一日も早く南北統一国家に掲

げられることが望まれます。

２
４
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