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熊日多良木販売センター

球磨郡多良木町大字多良木 356-1

厳しい寒さが続いていますが、皆さまお変わりなくお過ごしで
しょうか？今年も『球磨んタイムズ』をどうぞよろしくお願い致
します。「今年こそは良い年でありますように…」と願いましたが、
しばらくはコロナ禍から抜け出せそうにもないようですね。
一人一人が万全な感染予防対策をすれば、この苦境を乗り越えら
れると思います。予防対策を頑張りましょう！

第 65 回熊日短歌大会 入選おめでとう
湯前町

風岡 翠郷（睦子）さん

TEL 42-3355 FAX 49-1726
http://www.taragi.com/

熊日湯前販売センター

TEL 43-2151
㈹小出堅太郎 石田敏郎 那須信一
編集：岩水由香

球磨郡湯前町中里 1830

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。

お店紹介

湯前町の風岡書道教室師範、風岡
翠郷（睦子）さんが、昨年行われた
第 65 回熊日短歌大会で初入選され、
表彰されました。日頃より球磨郡の
自然豊かな風情や、自身の書道教室
の子供達の事を歌って短歌の腕を磨
かれてこられました。
今回の入選作品は、亡き姑のこと
を想い詠
んだ句が、
高い評価

を得ての受賞となりました。
風岡さんは、「今後もより一層精進し、
山紫水明の自然豊かな球磨の地や、子供
達のことを詠んでいきたい」と話し、「い
ずれは最高賞にあたる天賞も狙っていき
たい」と意気込んでおられました。
「作品」
他人事と いつも聞きいた 外反母趾
姑（はは）の痛みが我が
親指にあり

想 い 出 の 写 真
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緩凛屋～ゆるりや～

＊コロナ予防対策は万全にしています＊

房の露

昭和 32 年 4 月
自宅新築工事の
ための、土突き

←免田

うなぎの
吉鶴

☎︎ 090-6206-7065

LINE ID ＠ 789bovyj
料金：20 分 ￥2,500
40 分 ￥5,000

多良木町役場

西金物店

多良木町多良木 882-1 2F
不定休・要予約・時間応相談

肥後銀行

以前ネイルショップとしてご紹介した
ことのある緩凛屋さん。実は（社）手の
ひらデトックス協会認定の手のひらセラ
ピストでもあります。そこで、そもそも
「手のひらセラピー」とはどんなものかご
紹介します。
手のひらには約 17,000 本の抹消神経
があり各臓器や各器官と繋がった神経が
集まっているところを「反射区」と言い
ます。「反射区」は両手の手のひらと手の
甲、手首に合わせて約 80 箇所あります。
カラダの冷えや滞りのある場所 体質や不
調などが反射区に現れるため 手のひらを
みるとあなたのカラダの状態を知ること
ができます。反射区に集まった抹消神経は脊髄を介して各器官や各臓器
と繋がっているため反射区を押すことで あなたのカラダを元気にしてい
くことができます。あなたが抱えている不調の本当の原因もわかります。
そして 病気になる前の未病を発見することもできます。
不調を抱えている方はもちろん、不調はこれといってないけれど元気
で居たい。病気にならないで元気に過ごし続けたい。という方も ご自身
の身体の弱っているところを 不調が現れる前にケアすることで健康なカ
ラダを作っていけます。「手のひらとカラダの繋がりを知り、あなたの身
体の不調箇所を見つけ、自己治癒力を高め改善して楽しく過ごせる毎日
を一緒に創っていきましょう！」と、代表の那須美香さんはおっしゃっ
ています。
たらぎビジネス
ホテル

昭和 20 年 2 月
父と叔父が
上海に出兵

ネイル＆てのひらサロン

国道 219 号線

緩凛屋２F
多良木小学校

写真アルバム
600 枚の写真で懐かしいふるさとを再現

球磨・人吉の昭和

大反響 !!

初公開の写真が満載

懐かしくて貴重な写真がたくさん集まり
ました。思い出がよみがえるあっと驚く
写真、思わず感動する写真にきっと出合
えます。

本書はこんな写真集です

【写真提供】
白川 登さん

昭和 32 年、現在の自宅の上棟式

ご応募いただいた約 80 名の方々等から
取材した 3000 枚以上の貴重な秘蔵写真
から 600 枚を厳選。そのほとんどが生
活感あふれる初公開写真です。
僅か 1000 部限定のお宝写真集です。

当販売センターでも予約受付しています！

次のページへどうぞ

湯前→
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八日薬師堂厨子並び
木造薬師如来立像及び脇侍
（町指定工芸・彫刻）
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多良木町多良木

厨子

木造薬師如来立像及び脇侍

←人吉

八日原運動公園
県道３3 号線

球磨川

鰐口

←宮ケ野

薬師堂内の須弥壇の上に正面 82cm、側面
57cm、軒までの高さ 118cm、切妻造の古建
築を模した厨子が置かれ、中に薬師如来立像
（室町時代）を中心に日光・月光菩薩（室町時代）が安置されています。本尊の薬師
如来立像は、茅の一木造で、総高 68.5cm、像高 54.0cm、台座高 14.5cm、両脇侍
は一木造で、像高はともに 33.0cm です。旧暦 6 月 8 日に薬師講を行っていたとこ
ろから「八日」と言う集落名になったと言われています。この薬師堂は寛正七年（1446
年）火災により再建されたもので、その以前から薬師堂はあったものと思われます。
鰐口は室町時代の物で、径 18.4cm、厚み 6.5cm の鋳銅製の物です。

担任 渕田好美 先生
男女が仲良く、毎日笑顔で過ごしています。
４月から小学１年生に向けて、色々と挑戦しています。
コロナで様々な行事が中止になったけれども、卒園する
３月まで、沢山思い出を作っていきたいと思います。

三日月商品紹介

珈琲豆屋
むかしむかし

里の城大橋

←人吉
国道 219 号線
味岡石油

Vol.6
水上村の
山野草Ⅱ

さくら組 １６名

水上→

八日薬師堂

「未来につなぐ村の宝物」シリーズ

園 児 紹 介 湯前保育園

カフェインレス
（白キャップ）

三日月城を仰ぎ見て、三日月の姫が飲ん
だかもしれない珈琲。日々の生活の中で、
ほっと心に安らぎを与えてくれる珈琲。三
日月をイメージした珈琲ができました。
〜浄化のカフェインレス〜
眠る前やのんびりしたい時、妊婦さんやカ カフェイン入り 150g 入り
1300 円 ( 税込）
フェイン断ちをされている方に、優しい苦 （茶キャップ）
味と芳醇な香り。三日月の気 ( エネルギー ) 人吉市蟹作町 1088-4
を感じ、心も身体も浄化へ導いてくれます。
☎︎ 0966-22-6268
〜癒しのブレンド〜
水曜定休日
朝の目覚めややつどき ( おやつ ) のお供に Open 9:30 close 17:00
しっかりとしたコクと苦味のどっしりブレ
時短営業中
ンド。牛乳などと合わせてもしっかりとし
Instagram
た味わいです。日々の生活に癒しを与えて
mukashi_mukashi88
くれます。
２月一杯の購入希望に限り、ご自宅へお届けします。

多良木警察署だより
この冊子は「未来につなぐ村の宝物」シリーズとして、水上村観光
協会が発行しています。水上村の宝物を題材にして、水上村民と水上
村に縁のある人たちの手で作られています。水上村の宝物を出来るだ
け多くの方に知って頂きたいとの思いで、それぞれの号でわかりやす
く紹介しています。
Vol.6 は「水上村の山野草Ⅱ」の紹介です。身近な自然は食の宝庫。
私たちはずっと昔から山野草を食べてきました。地産地消です。今号
は岩野地区の野辺に咲く山野草を、祖母や地域の方々から教わった美
味しい食べ方とともに紹介されています。
1 冊７８０円（税込）Ａ５サイズ
【問い合わせ・購入】水上村観光協会 ☎４６−０８００

あ

〜

◆南陵高校で育てている
２頭の和牛が全国農協連
主 催 の『 牛 児 の 甲 子 園 』
に出場。いかにも丑年に
ふさわしい話題として熊
日本紙で報じられた◆中
心になったメンバーは肉
用牛班の５人。黒牛２頭
の体調管理に細心の注意
を払うようすを動画で収
録、参加にこぎつけた◆
終息の見通しもつかない
ま ま 越 年 し た コ ロ ナ 禍、
くま川鉄道復旧もまだ見
通せぬ７月豪雨災害。惜
しくも入賞に届かなかっ
たけれど、頑張った部員
やそれを陰で支え続けた
人たちに拍手。（Ｘ）
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交通事故情勢について
令和２年の交通事故状況

令和２年事故発生件数
熊本県内
多良木警察署

人身事故
３，１５２件
１７件

死亡事故
４６件
１件

年齢別に見る死亡事故による死者数
年齢
死者数

10 代
1

20 代
3

30 代
4

40 代
3

物損事故
４３，９２５件
３９５件
50 代
6

60 代
6

70 代
9

80 代
11

90 代
3

分析・まとめ

令和２年の事故を確認した結果、亡くなった方の半数以上が高齢者となっ
ています。平成２７年から令和元年までの交通事故を分析した結果、交通事
故による死者、負傷者は減少しているものの、シートベルトの非着用で亡く
なられる方の死者数についてはほぼ横ばい状態。
また、シートベルトの非着用で亡くなられた方の８割以上はシートベルト
を着用していれば助かっていたとみられる事故です。非着用死者については、
高齢者に多く、死者の２割以上は、同乗者であることが判明。
亡くさなくても良い命を１件でもなくすため、シートベルトは、必ず正しい
方法で着用しましょう。運転手については、同乗者がシートベルトを着用し
たかどうか確認した上で発進するようにしましょう。
（原稿提供：多良木警察署）

次回の発行日は２月２７日 ( 土 ) 予定です。お楽しみに !!

