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　9 月 18・19 日に三重県で行なわれた日本スポーツマ
スターズ 2010 の水泳競技に、入江和也さん（須屋）が
出場し、50m バタフライで優勝を飾りました。入江さんは
現在 57 歳。男子 6 部（55 ～ 59 歳）に出場し、タイム
は 29 秒 70 でした。そのほか、2009 年度 FINA（国際
水泳連盟）公認大会においてワールドマスターズランキン

グ 9 位になるなど、これまでもさまざまな大会で活躍してき
ました。時間をつくっては近くのプールで練習しているとい
う入江さん。「職場の皆さんや家族にはいつも協力してもら
い、感謝しています。次の目標に向かって体の続く限り頑
張りたいと思っています。」と話していました。

水 泳 で 大 活 躍

のひろば

▶�日本スポーツマ
スターズ2010
で力強い泳ぎを
見せる入江さん

◀1位で表彰され
る入江さん

　10 月 23 日、菊池市総合体育館で行われた熊本県下中
学校剣道大会で、西合志南中学校の剣道部が女子団体の
部で優勝しました。
　この大会は県内の中
学校から新メンバーで参
加する新人戦で、女子は
30 校の参加がありまし
た。同部は決勝戦で尚絅
中学校を 2 対 1 で破り、
昨年に続いて見事 2 年
連続の優勝を飾りました。

　11 月 17 日、本市出身で元大相撲関脇力士の松井孝
一（旧姓は福島）さんが、現役時代に使用した化粧まわし
など記念品数点を本市に寄贈されました。出羽海部屋に所
属し、「福の花」という四

し こ な

股名で活躍した松井さん。今年古
希（70 歳）を迎えるにあたり、東京都墨田区にある自宅
で保管していた記念の品をふるさとに寄贈することを思い立
ちました。松井さんは「地元にこういうおすもうさんがいた
ことを知ってもらえればうれしい」と話していました。記念品
の一部はヴィーブル 3 階の合志歴史資料館で展示中です。
また、来年の合併 5 周年に併せて企画展を行なう予定です。

　10月28日、セミコンテクノパーク協議会による清掃活動が
行なわれました。
　この活動は、セミコンテクノパークに立地する企業が例年こ

の時期に行なってい
るもので、当日は約
80人の参加者が、道
路沿いの植込みの
中や公園などを中心
に、燃えるごみや空き
缶など約50キロのご
みを回収しました。

西合志南中の剣道部が2連覇

「シルバーの日」
ボランティア美化奉仕作業

故郷に力士時代の記念品を寄贈

セミコンテクノパーク清掃活動

▲笑顔の西南中剣道部メンバー

　合志市シルバー人材センターでは、例年 10 月の「シ
ルバー人材センター事業普及啓発月間」の期間中に定め
られる「シルバーの日」に、地域住民に対して広くシルバー
人材センター事業の周知・啓発を図る目的で、ボランティ
ア美化奉仕作業を実施しています。
　今年は 10 月 15 日に会員 134 人が参加して、合志庁
舎・西合志庁舎など 6 カ所の公共施設周辺を手分けして、
雑草刈り、掃き掃除、空缶拾いなどを行ないました。

▲作業に精を出す皆さん ▲市長に化粧まわしを寄贈する松井さん（写真右）

▲たくさんのごみが回収されました

　10 月 25 日、合志小学校で 6 年生児童を対象に納税
教室が開催されました。これは社団法人菊池法人会が毎
年、納税について学んでもらおうと菊池地域の小学校で行
なっているもので、同会の婦人部の女性が講師となって児
童たちに分かりやすく税の説明を行ないました。そのほか、
アニメーションの DVD を見たり、税務署の署員に質問し
たりして、児童からは「税金がどういう風に使われている
か分かった」などの感想が聞かれました。

　また、10 月 30 日にはユーパレス弁天で、菊池税務署
と菊池地区納税貯蓄組合連合会による平成 22 年度納税
表彰式が行なわれました。
　菊池市外での開催は初めてのことで、長年にわたり税務
行政に貢献した皆さんに感謝状が贈呈されました。なお、
当日は税の作品コンクール表彰式も行なわれ、書道や作
文などの部門に入選した児童生徒たちが表彰されました。

税 に つ い て 考 え よ う

▶�税について真剣
に考える児童た
ち

◀�表彰された入選
児童

　10 月 31 日、熊本県民運動公園・補助競技場で合志
市陸上競技協会主催の第 1 回合志市陸上競技大会が開催
されました。これは本市におけるスポーツ振興の一環とし
て、体力の補強と技術の向上を図ることを目的に小中学校
を対象に行なわれました。

合 志 市 陸 上 競 技 大 会

※成績は１位のみ。敬称略。

種目 学年 氏名（学校名） タイム

男子
100m

小学4年 村上　理仁
（合志小） 15秒60

小学5年 佐々木　祥吾
（合志南小） 14秒60

小学6年 村上　貴志
（合志小） 14秒20

中学1年 宮原　慧
（合志中） 13秒46

中学2年 加藤　大知
（西合志南中） 12秒01

中学3年 古閑　慎也
（西合志南中） 12秒38

種目 学年 氏名（学校名） タイム

男子
800m

小学5年 森山　皓太
（南ヶ丘小） 2分51秒

小学6年 村上　貴志
（合志小） 2分48秒

男子
1500m

中学1年 辻　向陽
（西合志南中） 5分03秒

中学2年 千々和　翔
（西合志南中） 4分53秒

中学3年 宮木　侑一郎
（西合志南中） 4分44秒

女子
100m

小学4年 甲斐崎　香
（合志南小） 17秒83

小学5年 仁尾　麻由
（西合志東小） 16秒04

小学6年 中谷　心
（西合志東小） 14秒69

中学1年 西　麻亜紗
（西合志南中） 14秒62

中学2年 東　玲奈
（西合志南中） 13秒66

女子
800m

小学5年 衛藤　愛羅
（南ヶ丘小） 3分19秒

小学6年 柏尾　綾乃
（西合志南小） 3分04秒

中学1年 後藤　千翔
（西合志南中） 2分40秒

中学2年 齊藤　万己
（西合志南中） 2分31秒
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