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朝部 竜 太郎くん❶

団地）
H23.1.28 生（赤池 板屋
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吉田 数教くん❷
H22.1.18 生（金田 本町）
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相浦 彩芭ちゃん❶

H23.1.28 生（金田 成竹団地）
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松岡 琉 獅くん
H23.1.26 生（伊方 鶴ヶ丘）
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若 林 秀虎くん❷

の

れ

お

な

浦野 麗桜菜ちゃん❷

H22.1.17 生（神崎 神崎
２）

H22.1.10 生（上野 天郷団地）
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諸岡 秀信くん
H23.1.4 生（市場 猿田
）
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林 田 爽 来くん❶
H23.1.4 生（伊方 日立）
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大堀 明紗ちゃん❷
H22.1.5 生（金田 東金田）
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楠 木 颯莉くん❷

H22.1.1 生（伊方 東古門）
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髙井 琉音くん
H23.1.1 生（神崎 福丸団地）

❶

はら

だ

ゆ

な

𠩤田 優和ちゃん❶
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H23.1.31 生（神崎 神崎
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中村 優月ちゃん❶

葛西 紗彩ちゃん❶

H23.1.31 生（金田 人見）

H23.1.31 生（赤池 高尾）

笑顔募集中！
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２
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。１月13日
まで に役場窓口で申し
込みください。
（締切厳守）
▶役場総務課広報担当
☎ 22‑0555
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H21.1.24 生（金田 平原団地）
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H21.1.20 生（赤池 生力）
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梶山 莉希ちゃん❸

団地）
H21.1.14 生（伊方 湧渕

している進秀成くん（伊方小２）が11月
13日に川崎町で開かれた「第29回川崎
町少年柔道大会」に出場し、連覇を達
成しました。小学２年生男子の部に出
場した進くんは、得意技の「払い腰」で
順当に決勝まで進出。優勝がかかった

力士との共同作業が恒例
となった第一保育所の「もち
つき大会」が11月９日に行わ
れました。今回は佐渡ヶ嶽部
ことおおとり

ことみょうざん

屋から琴 鳳と琴明山が訪れ、
園児約50人や地域住民と交

い
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東田 帝來くん❸

H21.1.11 生（赤池 伏原団地）

H21.1.10 生（神崎 笹尾）

神様の帰りを地域が寄り添ってお出迎え
旧赤池10区青壮年会（池田
義介会長）による伝統行事、
岩屋神社の「神待ち」が11月
26日に行われました。これは、
神無月に出雲に出向いていた
神様を待ち受ける行事で、地
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𠩤田 一冴くん❷

H22.1.30 生（弁城 浄万寺）

うえ たか

きよし

植髙 碧くん❷

H22.1.23 生（金田 上金
田）

金田小PTAがブラックシアターを熱演

→ 幻想的な光りを放つパネル

糸田町スポーツ少年団柔道部に所属

おお

大井 蒼史くん❸

→ 社内で神様を出迎える会長

お相撲さんが園児と親交を深める

→ 重いきねを軽々と持つ力士

→
﹁来年も優勝します﹂と意気込む進くん︒

オール１本勝ちで大会２連覇達成

読書を身近に感じてもらう
目的で、金田小のPTA が11
月18日にブラックシアターを
披露しました。18人の委員が
この日のために６月からDVD
や絵本を見て準備を進め、小

流。園児は日ごろ間近で見る

域では「かんまち」と呼ばれ、

試合でも、ものおじせずに得意技で相

機会のない豪快な力士の姿に目を輝かせ、力士は「みなさんとのふ

50年以上も続くと言われている地域の伝統行事です。この日は、

演。児童たちは「すごくきれいで、また見たいです」と感想を話し、

手をねじ伏せ、勝利を勝ち取りました。

れ合いで元気が出ました」と今後の活躍に英気を養っていました。

地域住民約30人が参加。翌朝の６時まで神様の帰りを待ちました。

ブラックライトに浮かぶ幻想的な光景に引き込まれていました。

る「福岡県ねんりんスポーツ・
文化祭」の将棋交流大会が11
さと

月20 日に行われ、福智の郷将
棋同好会（金田）の原田美喜男
さん（金田）がＢ級で３位、吉

金田一区伝統芸能保存会が
11月19日、佐賀の祐徳稲荷
神社で獅子舞を奉納しました。
平成元年に京都の伏見稲荷大
社に奉納したことで始まった、
全国の稲荷神社を巡るこの取

アイスホッケークラブ「飯塚
シャークス」に所属する井藤貴
大くん
（市場小４）
と太田康真く
ん（市場小４）が、11月23日に
福岡市で行われた「市民総合
スポーツ大会」の小学生低学

魚の冒険物語「スイミー」を上

空友会の拳士が13のメダル奪取

→ めざましい活躍の拳士たち

高齢者の生きがいを支援す

氷上の格闘技で練習の成果を発揮

→ メダルを手に胸を張る２人

佐賀の祐徳稲荷神社で伝統の舞を披露

→ 境内で華麗に乱舞する獅子

→ 好成績に笑みをこぼす両名

県将棋大会で堂々の好成績を収める

優勝に入賞しました。

す

奈須 愛來ちゃん❸

辰島 由里ちゃん❸

しょうとうかん

「松濤館青少年空手道親善
大会」が11月６日、中央公民館
で開かれ、空友会が活躍しまし
た。
【小１】優勝：宋龍輝【小２】
優勝：赤星朋泰、準優勝：河野
友紀、３位：西森 友哉、江藤

田伸宏さん（金田）がＣ級で準

り組みは、今回で６回目。祐徳

年の部に出場。２人の活躍で

純那【小４】準優勝：山本 翔、

将棋同好会では会員を募集して

稲荷神社には、約20年ぶりに奉納しました。今後も町指定無形民

チームが優勝を飾りました。２人は「練習の成果が発揮できてうれし

西森桃華、３位：石田愛海【小６】優勝：森田梨湖、準優勝：河野莉紗、

俗文化財「獅子楽」を普及するために全国へアピールしていきます。

い、次も優勝します」と話し、今後の活躍に意欲を燃やしていました。

３位：満山美弥【中１】優勝：小松誠【高１
・２】優勝：小松優毅（※敬称略）

います。お気軽にご連絡ください。 原田美喜男会長 ☎ 22‑3437

