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月生まれ

月俣 優香ちゃん ❶
つき また

ゆう

か

H22.5.21 生（金田 東金田）

しき いし
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敷石 彩乃ちゃん❸

H20.5.2 生（金田 東金田）
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永末 琉愛ちゃん
H22.5.19 生（金田 宝見）
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もち まる
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に田川市で開催され、野島塾
の福原将太さん（上野）
が活躍
しました。昨年、この大会を
見たことがきっかけで始めた

ゆう だい

町）
H21.5.22 生（赤池 大和

にし

い

れん

西井 蓮くん
H22.5.12 生（伊方 野添
）

けい

❶
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森野 恵斗くん❷
もり

の

H21.5.20 生（金田 上金田）

育て支援センターでコンサー
トを行いました。参加した22
組の親子は、フルートやバイ

安全装置付きガスコンロの寄
贈を３月１日に行いました。寄
贈していただいたコンロは、
過熱防止や温度調整、消し忘
れ消火機能など、多様な機能

だ

はる

H22.5.7 生（伊方 大黒団地）

しば

た

は

な

柴田 葉奈ちゃん❶

H22.5.31 生（上野 原田）
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こ

福田 裡子ちゃん❶
ふく

だ

H22.5.27 生（金田 西金田）

うえ

だ

ま

こ

上田 真子ちゃん❸

H20.5.20 生（伊方 後谷）

観客を魅了した三彩会・青陽会の作品展

性が充実。今回は、コンロの

絵画グループ「三彩会」と
「青陽会」の作品展が４月13
日から18 日にかけて、上野
焼陶芸会館内のギャラリー陶
で開かれました。会員 26 人
の油絵や水彩画 39 点が整然

こん どう

の

い

近藤 叶惟くん❸

H20.5.11 生（神崎 南木）

か

く

ね

ね

加来 寧々ちゃん❶

H22.5.22 生（弁城 新町）

原田 龍 汰くん❸
はら

だ

りゅう た

）
H20.5.9 生（弁城 久六

身を守る知識を学んだ交通安全教室

↑ 自転車のルールを学ぶ児童

の会員23人が３月18日、子

福岡県 LP ガス協会が町に

▶役場総務課広報担当

☎ 22-0555

↑思いが伝わる作品がズラリ

さまざまな手法で文化や芸術
を広めている「ヤンチャリカ」

LPガス協会が火災予防のコンロを寄贈

↑安全な６個のコンロを寄贈

↑キャラクター登場に大興奮

紙芝居や童謡の合唱など、

お子さんの笑顔を紙面に
飾りませんか。締切日はお
誕生月の前月10日。
（土・日・
祝日は翌開庁日）
今月は6月
に誕生日を迎える満１歳～
3 歳までのお子さんの写真
を募 集します。5月10 日
火 まで に役場窓口で申し
込みください。
（締切厳守）

親子が参加。日ごろの運動不

追い、楽しい時間を共有しながら、さわやかな汗を流していました。

げ

と

西田 悠人くん❶
にし

笑顔募集中！

公園で行われました。春の暖

優勝することを目指して、得意技の「ひざ蹴り」を強化しています。

りく

H21.5.20 生（伊方 公園
通り）

かな日差しの中、約 200 人の
足で、足がもつれる保護者が

美しい協奏曲が参加者に笑顔を届ける

なか むら

月13日にふれあいスポーツ

多く見られましたが、親子は必死になって一つのボールを懸命に

ら

仲村 陸くん❷

金田少年サッカークラブの

会結果は惜しくも準優勝でしたが、悔しさをバネに、次の大会で

まつ

H22.5.9 生（赤池 ひまわり）

「親子ふれあいサッカー」が３

空手経験１年の福原さん。大

さ

小松 桜恋ちゃん❶
こ

親子で手加減なしの真剣勝負

↑保護者をかわしてシュート

↑一般 軽量級に出場しました

「第 21 回全日本総流派空
手道選手権大会」が３月13日

❶

山本 湧大くん❷
やま もと

H21.5.24 生（赤池 板屋団地）

努力の成果が経験不足を補う

き

持丸 優希くん
H22.5.15 生（弁城 新町）

川畑 飛翔琉くん❷
かわ ばた

ゆう

と展示された店内には、５日

上野小で「交通安全教室」
が４月 20 日に行われました。
ヤマト運輸の社員６名と田川
警察署の署員１名を招いて、
全校児童 125 人に自転車運
転の注意点を指導。
「車やバイ
クと同様に、事前に車両を点

オリン演奏など、趣向をこらした癒しの音色を堪能。リズムに合わ

サイズの関係で、金田保健センターに設置することになりましたが、

間合計で 350 人が来場。四季や人物など、鮮やかな色使いで表

検することで事故を減らせる」と話しを聞いた児童は、早速、指摘

せて手拍子やダンスする子どもたちで、会場は笑顔に包まれました。

次回、寄贈していただくコンロを赤池と方城に設置する予定です。

現された作品は、訪れた絵画ファンをうならせる、出来栄えでした。

されたところに注意し、
交通ルールを守りながら実践していました。

ました。40㎏級に２試合出場
した斉藤妃昇さん（市場小６）
は両試合とも勝利し、技能賞

園舎は、園児が安全にそして
安心して過ごすことができる
ように設計されています。天
然木材をふんだんに使用した

阪神タイガースで1970 年
代に左の代打で活躍した元プ
ロ野球選手の桑野議さんが 3
月25日に金田ジュニアクラ
ブの指導に訪れました。桑野
さんは、プロ野球で培ってき

全国トップレベルの大会で14人入賞

↑久冨さんは最優秀賞に選出

われ、ＣＭＧの選手が奮闘し

ぎんなん保育園の新園舎
が３月22日に完成しました。

プロ野球OB選手が金田ジュニアを指導

↑打撃指導を聞く子どもたち

「第２回我武者羅格闘技選
手権」が３月６日に福智町で行

天然木材を使用した待望の新園舎完成

↑温かな雰囲気が特徴の園舎

↑激戦を戦いぬいたメンバー

CMGの選手が実力を見せつける

３月13 日に田川市で「第
21 回全日本総流派空手道選
手権 大会」が開催され、拳
成館の拳士が熱戦を繰り広
げました。
【優勝】河津 聖也、
山口 達真、松岡 凌也、久冨

を獲得。増田蓮武くん（市場

身体に心地よい作りで、床暖

た経験をもとに、守備や打撃

光太郎【準優勝】有田 涼弥

小２）
、山中聡京くん
（方城中２）
も勝利しました。香月海優さん
（方城

房も完備。園児たちは、
これから過ごす木の温かみや自然光あふれ

のノウハウを熱弁。あこがれのプロ野球選手の指導を聞いた子ど

【３位】河津 楓也、斉藤 圭佑、有田 琴葉、小野原 乃杏、石井 佳奈

中１）
は男子相手に惜敗しましたが、敢闘賞に輝く健闘を見せました。

る園舎に、期待で胸をふくらませながら、のびのびと遊んでいます。

もたちは、一つ一つ言葉をかみしめながら、練習に励んでいました。

【ベスト８】和田 直輝、小山 九十九、石松 和、秦 京一郎（※敬称略）

