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いつも熊本日日新聞をご購読いただきありがとうございます
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〜今年も親子連れで賑わう〜
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第１５回サイテク祭２０１８（多良木町青少年育成会議・松下
正壽会長、尾前祐二実行委員長）が、１２月２日に多良木町民体
育館で開催され家族連れで賑わいました。今年から多良木高校野
球部がスタッフとしての協力ができなくなり、準備等心配されま
したが、キャプテンの平野君とマネージャーの税所さんが参加し、
南稜高校野球部のキャプテン上原君と平野君（多高野球部キャプ
テンの弟）に指導し、来年開催のために引き継ぎました。今年か
ら木村電機（株）人吉営業所様も協賛され、年々拡大されていく
サイテク祭は、1030 人の球磨人吉の子供たちが来場し賑わいま
したが、郡市外の高校からの参加希望もあり来年も楽しみです。

球磨んタイムズは当社ホームページでもご覧頂け
ます。また facebook ではコーナーごとに掲載中。
「熊日多良木販売センター」を検索して下さい。

プリクラ風
シールをつくろう

ラジコン体験

ミニ四駆をつくろう

光の万華鏡を
つくろう

空気砲で遊ぼう

ボクシングロボット体験

クレーンロボット

開会宣言 恒松大喜君

ペットボトル灯籠

多良木町青少年育成会議
松下会長

ストローで楽器をつくろう

サイテク祭実行委員
尾前委員長

サイテク祭 2018

プログラミングを楽しもう

スーパーボールをつくろう

LED ライトで
アクセサリーづくり

カルメ焼き

プラバンであそぼう

ロボット体験
ドライフラワーで
缶バッチをつくろう
ミニ四駆を
つくったよ

ロボット操作

電気を光・熱・音に変えよう
水をつかもう

トレーラーラジコン

葉脈標本しおりづくり

ミニドローン操作体験

お店紹介

シクラメンや農産加工物販売

磁石の力で「こま」を
宙に浮かせる

輪投げロボット

町保連絵画展示 テーマ ｢ 宇宙」

熊本さがらとんこつらーめん

ちくぢ

10 月 4 日にオープンした熊本さがらと
んこつらーめん「ちくぢ」さんを紹介しま
白（とんこつ塩） す。こだわりの豚骨スープをベースに、地
550 円
元の野菜を使って豚骨特有の臭みを消した
オリジナルスープが決め手。麺の硬さやトッピングも選べ
自分好みのラーメンを提供。3 種類のラーメン白（とんこ
つ塩）
・黒（とんこつ焦がしにんにく）
・赤（とんこつピリ辛）
黒（とんこつ焦がしにんにく） の他に、お客様からの要望で考案された赤黒も新メニュー
600 円
として発売開始。
１６歳から大阪の飲食店で修業を積み「お世話に
なった地元に恩返しを」と店主の内村翔也さん（３４）、
奥様の星さん（２３）。地元に愛される店を目指し「み 多良木町多良木 1112-1
なさまの意見を聞いてより良いラーメンを提供してい ☎ 0966−42−5085
・
【年中無休】
きたい」と話されていました。自分好みのオリジナル 【営業時間】
赤黒（新メニュー）
11：00 〜 14：30
な一杯、是非ご賞味あれ。
650 円
17：00 〜 22：00

←免田

ローソン

湯前→

国道 219 号線
ゆめマート
サンロード

多良木郵便局 〒

ナチュラル

多良木小

ちくぢ
百太郎溝

次のページへどうぞ
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直がオススメする

簡単エクササイズ

こんにちは！！日常生活を快適に過ごせるカラダ
づくりを提供する「パーソナルトレーナーの村山直」
です。それでは今月も「働きにくい筋肉」「サボって
いる筋肉」を目覚めさせ「使える筋肉」にする簡単
なエクササイズをお伝えします。

【肩インナーローテーション】
① 横向きに寝て、上側の肘を９０度にしてカラダ
の側面に置きます。
② 肘の下にタオルなどを置き、脇を締めながら肘
を開いていきます。
③ 前腕を上下させる動作を丁寧に行い、肩の深部
に刺激が入るのを感じましょう。
④ 左右２０回程度を目安に自分の体調に合わせて
繰り返します。

①
＊ワンポイント＊

肘を開くときは脇を締めカラダから離れないようにしま
しょう。細かい動きになるので丁寧に行いましょう。肩のイ
ンナーマッスルを鍛えることで、安定した肩の動きができる
ようになります。
少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。
【過去のエクササイズはこちらからご覧下さい】
↓↓↓

カラダ改善コンディショニング教室のお知らせ

http://www.taragi.com/ 直がオススメする簡単エクササイズ /

「肩・腰・膝を改善しよう！②」
日時：１２月２２日（土） ９：３０〜１０：３０
場所：多良木町６区の３公民館（町民体育館横）
料金：５００円

②

〜お問合せ（申込）〜
あいあいスポーツクラブたらぎ
電話：４２−４０４０

第５回人吉球磨新聞感想コンクール表彰式

球磨郡公立多良木病院 パーソナルトレーナー 村山 直
Mail：lungeato3kai@gmail.com TEL：0966-42-2410
パーソナルトレーニングの
お問合せ・ご予約はお気軽にご連絡下さい。

たらぎ保育園

園児紹介
きく組 丸山 春奈先生
りりい

小池 百合さん
１年生になったら、たし算
とひき算を頑張りたいです。
そして友だちをいっぱい作り
たいです。
熊日人吉球磨店主会主催の「人吉球磨新聞感想文コンクール」
の表彰式が１１月２３日に、人吉市の東西コミュニティーセンター
で行われました。「活字離れ」「若者の新聞離れ」を受け、普段よ
り時間がとれる夏休みを活用して、新聞に慣れ親しんでもらおう
という主旨のもとに毎年開催しており、今年が５回目の開催。郡
市の全小・中・高等学校に呼び掛けたところ、２０校より過去最
多となる１，０３３作品の応募がありました。
今回最優秀賞に輝いたのは、多良木小５年の太田稚菜さん。太
田さんは野生化する猫が引き起こす問題や、自らが飼っている猫
に対しての責任について述べました。また小学生の部門では、湯
前小２年の服部はるかさんが優秀賞を受賞。行方不明の幼児が無
事発見された記事から、命の重さは皆同じで、人の命より重いも
のはないとつづりました。その他、当販売センター管内にお住ま
いになっている、または管内の学校へ通学されている児童・生徒
さんで、優秀賞・入選は以下の通りとなりました。

部門
賞
全部門
最優秀賞
小学生の部 優秀賞
入選
中学生の部
入選
入選
高校の部
優秀賞
入選
入選

学校名
多良木小学校５年
湯前小学校２年
久米小学校４年
多良木中学校２年
湯前中学校３年
多良木高校３年
球磨中央高校１年
球磨支援学校３年

氏名
選んだ記事
太田 稚菜
ネコ野生化 止めニャン
服部 はるか 山口不明２歳児 無事発見
青木 優依
初の夏越し 大祓い
前田 和成子 不戦の誓い 次の時代へ
宮原 舞華
幸せとは長い忍耐
森屋 夏美 表現豊かに 英語劇２５年
渕田 希美星 使い捨てに法規制必要だ
坂元 美南海 名物タコ ８品で味わう

そうすけ

那須 蒼祐くん
久米小でも友だちいっぱい
作って、漢字のテストで１００
点をとりたいです。バレーボー
ルが大好きです。

犬童畔 エッグアート展〜夢みる たまごたち〜
期間：12 月 12 日（水）
〜 22 日（土）
時間：9 時〜 17 時まで
場所：旧白濱旅館１階

☆Ｆａｎｃｙ Ｅｇｇ特別体験レッスン☆

おめでとうございました！

2days shop ishigura*
12/22(SAT)~23(SUN)
10:00~15:00

多良木町交流館石倉
お な じ み の 小 物・ 雑 貨・ ア ク セ サ
リー・子ども服にお菓子とトータル
42 ブースのお店が出店 !! 今回も各
ブースからのプレゼント抽選会があ
ります。

期日：12 月 16 日（日）と 19 日（水）
時間：両日共に 10 時と 14 時
各回 15 名程度、要予約 材料費￥3,000
問合せ先：多良木町観光協会
☎ 42-7111

【初出店】ハーブソルトやアロマスプレーのワーク
ショプ、韓国雑貨、このイベントでしか手に入ら
ないオリジナル雑貨や、Big dream の天草バーガー
など。飲食ブースも充実しています。
2 日目のみのお店も。
2 日目には C 棟でマッサージやピラティス
教室があります。詳しくはインスタグラム
chocotto.taragi へ

次回の発行日は１２月２２日 ( 土 ) です。お楽しみに !!

