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秋も深まり木々の葉も色鮮やかになってきましたね。
同時に冷え込みも増してきましたが、皆さまいかがお
過ごしでしょうか？日中との寒暖差で体調を崩しやす
くなりますので十分お気をつけください。

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。

寒蘭展示会開催される

庭で行きあたったメダカNo.2
楊貴妃メダカが発見（作出）されてブームが到来し、今でも継続し
ている理由が品種改良です。幹之（ミユキ）メダカやダルマメダカな
どの体色や体型の違ったメダカも今ではよく見かけるようになりまし
た。体色では黄、白、青、ブラック、朱赤など 10 種類に分けられます。
また、エラ蓋部分が赤く透けて見える透明鱗や普通鱗と透明鱗の中間
の表現で、透明感のある体色の半透明鱗などがあります。
球磨川山野草愛好会（清水正秋会長、会員 13 人）が毎年行っている「寒
蘭展」が、11 月 6 日、7 日の 2 日間、岡原保健センター（あさぎり町）
で開催されました。
青花の ” キラリ ” や、紅花の ” 赤富士 ” などの寒蘭を中心に、山野草と
合わせて約 90 作品が展示
されました。コロナウイル
スの感染拡大も小康状態の
中、通常は行うハガキなど
での案内を自粛したことも
あり、例年より来場者数は
約 100 人程度と少なかっ
たものの、今回も即売コー
ナーを設けるなど、会場に
足を運んでくれた愛好家ら
の目を楽しませました。

お店紹介

まかない亭

多良木町の黒肥地地区にある
坂下農園内にある加工場「まか
ない亭」さんをご紹介します。
坂下農園さんは 20 数年来のイ
チゴ農家で、以前から生産した
イチゴの加工品を作ってみたい
と考えておられました。しかし
収穫時には大変忙しく余裕がな
いけれども、実際に原材料とな
るイチゴがないと加工品も作れ
写真左から 奈穂さん・絹子さん
ないという、時間や季節的なジ
レンマを抱えておられました。そこで娘さんが一緒に手伝ってくれること
になり、10 年前に漬物・惣菜・お菓子の 3 加工
場を設けられスタートされました。
いざ作るとなると ” イチゴ生産者だからこそ作
れるもの ” というのを念頭に、イチゴを使用した
スイーツ作りを始められました。イチゴ大福を
皮切りに、タルトやサンドイッチ（共に 260 円）、
パフェ（350 円）、イチゴのクリーム白玉ぜんざ
はみ出し
い（260 円）など、様々なイチゴスイーツが出
イチゴ大福 １個 280 円 来ました。使用するイチゴは主に「ひのしずく」
で、他に「ゆうべに」や「恋みのり」と、3 種類とも酸味と甘みのバラン
スが良い熊本県産の品種で、その時期に一番適したものを選んで使用され
ています。
またイチゴスイーツの他に「黒米入りおはぎ」(1 個 90 円、3 個入り
270 円 ) もおススメ。通常のおはぎと違って、外側にお米、内側に餡を包
み込んであり、プチプチとした食感が独特です。もち米は自家製米、黒米
も現在は湯前産のものを使用するなど、美味しく安心して食べられるもの
を用意されています。
これら「まかない亭」さんの商品は、多良木えびす物産館や A コープ
たらぎ、JA 直販センター（錦町）にてお求めになることが出来ます。人
気商品はすぐ売り切れることもあるそうで、Instagram のダイレクトメー
ルから注文をしておくと、各店舗で取り置きしておいてもらえるそうで
す（＊ 3 日前から予約可。ただし原材料の生育・収穫状況
などにより、ご用意出来ないこともあります。）母・絹子
さんの探求心やこだわりに、三女・奈穂さんのアイデアや、
SNS を活用した発信力を掛け合わせた「まかない亭」さん
の商品は、これから要注目です !!

幹之 天女舞（てんにょのまい）

銀箭（ぎんせん）

幹之リアルロングフィン

龍の瞳

想い出の写真 No.24

多良木町

多良木町久
米の熊本県指
定無形文化財、
青木組太鼓踊
り保存会が、昭
和 45 年に人吉
球磨で 9 月 26
～ 27 日に行わ
れた第 25 回県
民体育祭のアトラクションで、多良木高校
のグランドで踊った頭の大森重臣さん。

頭 田上卓さん

垣頭 那須重実さん

鉦打ち 椎葉琥士郎 君

多良木町久米の熊本県指定無形文化財「伏間田臼太鼓踊り保存会」
撮影：写真作家、濱田善幸
昭和 33 年 10 月 20 日 多良木 5 区の 2 町内会
えびす祭り彦六提供「天国の樽御輿」
写真の左がハル
カ美容室（現在
の恒松時計店）、
右側に多良木警
察署（現在の肥
後銀行）があり、
奥には法務局が
ありました。
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ふるさと ゆのまえ便

vol.7

今回は、奥球磨ゆのまえ町の苺をご紹介いたします。

朝摘み苺（熊紅）

熊紅カット

ふれあい交流センター「湯～とぴあ」特産品販売所では、例年 11 月中
旬から 5 月上旬にかけて苺の販売が行われますが、今年は 1 ０月下旬か
ら収穫が始まり「湯～とぴあ」でも 11 月上旬には販売されていました。
湯前町の苺生産者部会は、現在 7 戸の農家さん方々が頑張って生産さ
れています。その内、大谷苺園さんと鍋田苺園さんの 2 戸が「湯～とぴあ」
での販売に参加いただいております。
苺の品種としては、熊本県のオリジナル品種で熊紅（ゆうべに）が主に
栽培されており、他には恋みのりや、あまり出回らない白い苺が栽培され
ています。
今年の苺市場出だしは、秀品 1 パック（250 ｇ）1,700 円程したそう
です。11 月中旬現在では 600 円程度で取引されています。デパートやスー
パに並ぶ時には 1,000 円以上で並んでいることも・・・
「湯～とぴあ」特産品販売所でもクリスマスシーズンが終わる 12 月いっ
ぱいまでは、なかなか店頭に並ばない苺ですが、少量ながら秀品ではない
ものの、お手軽な価格にて入荷しておりますので、運が良ければゲット出
来るかもです。年明けには、白いちごと赤い苺のパックが登場しますので
是非お寄りいただければと思います。

高齢化と少子化。日本が直面する深刻な問題を解決するために、まごこ
ろサポートはスタートしました。わたしたちは全国の地域密着企業が取り
組む、シニア向けの生活サポートサービスです。
「身内に毎回は頼みづらいし、知らない業者に相談するのも怖い…」
これまでシニアの皆さんが、誰に頼めばいいかわからずやり過ごしていた
「生活の中のちょっとしたお困りごと」を 20 分 500 円のワンコインから
お手伝いします。どんなお困りごとも一度ご相談ください。

サポートメニュー 一例

※価格が変動となる場合がございます。
※こちらに表示されている金額は、全て税込価格となります。

かんたんサポートメニュー（コンシェルジュサポート）
20 分 500 円〜

・電球交換 ・家具の移動 ・庭掃除 ・ネジ締め、打ち直しなど軽作業
・カーテン取付 ・ゴミ捨て ・部屋のおかたづけ ・肥料・除草剤まき …など

20 分 500 円〜 軽作業（ご依頼主宅の用具をお借りして作業します）
・お風呂掃除 ・トイレ掃除 ・窓拭き ・キッチン掃除
・コンロ掃除 ・換気扇掃除 ・草刈り・芝刈り
おうちのプロサポート（専用器材などを使用し作業します）
エアコンクリーニング… 壁かけ型 13,000 円〜
ハウスクリーニング… トイレ掃除 8,000 円〜／キッチン掃除 15,500 円〜
レンジフード掃除 16,500 円〜
窓クリーニング… 高さ 1200mm × 幅 900mm １枚（両面）1,500 円〜

湯前駅横の、ふれあい交流センター「湯～とぴあ」特産品販売所にて
販売しております。 【連絡先】 湯前町観光物産協会 担当：柴田浩二
TEL/FAX：0966-43-4143

園児紹介

湯前保育所

さくらぐみ 19 名

興味のある方、もっと詳しく知りたい方に
冊子「まごころ」（右上）を差し上げます。

多良木警察署だより

駐車場等での交通事故防止
駐車場では、交通事故が多く発生しています。
スピードが出ていない軽微な物損事故が多いですが、
中には歩行者が死亡する重大な事故も発生するなど、
注意が必要です。

事故
多発

ポイント① 車両や歩行者などの不規則な動きに備えましょう
駐車場では、
○駐車や降車のための急停止や突然の後退、進路変更
○駐車車両の隙間や死角から歩行者や自転車が出てくる
など、道路上と比べると車も歩行者も不規則な動きをします。
そのため、「他の車・人の動静」、「死角からの歩行者の飛び出し」
し」
等に注意しましょう。

担任 中村佳央里先生
とても優しく元気一杯のさくらぐみさんです。11 月 28 日の、
くまがわ鉄道再開イベントで和太鼓演奏披露に向けてがんばって
います。12 月 4 日の発表会では、合奏、英語劇、お遊戯をがんば
ります！みんな見に来てね～♪

あ

〜

◆全線運休が続いていた
くま川鉄道が 日から湯
前ー肥後西村間で運行を
再開する。沿線住民、こ
とに通学生らにとっては
待ちに待った朗報◆鉄橋
流出など被害の大きい人
吉温泉までの約６㌔は未
開 通 の ま ま な の が 残 念。
こちらも１日も早くと要
望したいところだが、ぜ
いたくは言えまい◆運営
基盤の弱い第３セクター
鉄道にとっては厳しい状
態が続くのは避けられな
いけれど、エンジンや警
笛の響きが奥球磨の私た
ちを逆に勇気づけてくれ
るのも確かだ。（Ｘ）
28
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談
な

ポイント② 落ち着いて運転に集中しましょう
駐車場混雑時に駐車スペースを探すことなどに意識を集中すると、
周囲への注意がおろそかになります。急いでいるときは、焦りも
加わりますので、特に注意が必要です。
そのため、「落ち着いて、運転に集中」しましょう。
また、アクセル・ブレーキの踏み間違いも駐車場内で多く発生し
ています。動き出し前には、周囲の安全確認を行った上で、足の
位置（アクセル・ブレーキ）、シフトレバーの位置（ドライブ・バッ
ク等）を確認しましょう。

注意すべき車・人等の動きの一例

・突然の進路変更
・突然の後退
・歩行者の飛び出し

このような動きをすると交通事故に遭う
可能性があります
（原稿提供： 多良木警察署）

次回の発行日は１２月２５日 ( 土 ) 予定です。お楽しみに !!

