
写真左から宮田鉄雄さん、福本弘二さん、中川弘幸さん

　夏秋利惠子さん（乙ヶ瀬）が100歳を迎えられ、村か
ら表彰状とお祝いが贈呈されました。
　夏秋さんは、大正11年5月8日生まれ。入所してい
る施設のリビングで入所者や、スタッフとお話しをされ
るなどして過ごされており、塗絵や折り紙、切り絵など
も得意とのこと。訪問した際も終始笑顔で迎えていただ
きました。

　令和4年2月に「南阿蘇村まち・ひと・しごと創成推進
計画」に賛同いただき、企業版ふるさと納税を活用した
寄付をいただいた株式会社システムフォレスト代表取締
役の富山様に4月6日、吉良村長より感謝の言葉を伝え
ました。
　今回いただいた寄付は、南阿蘇村の私立IT専門学校を
支援する事業へと活用させていただきます。誠にありが
とうございました。
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株式会社システムフォレスト様より
寄付をいただきました

　4月16日、㈱南陽建設によるボランティア活動がお
こなわれました。この活動は熊本地震やコロナ禍の一部
の時期を除き毎年実施されている活動で、今回は芝桜の
手入れや道路の除草作業、ごみ拾いなどの活動がおこな
われました。
　社長の古沢隆さんからは「今後も地域に根ざし貢献で
きる企業として、令和4年1月26日に「熊本県SDGs登
録制度」の登録事業者にもなりました、SDGs（持続可能
な開発目標）の理念にも共感しながら、様々な活動に取
り組んでいきます」とのメッセージをいただきました。
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100歳の表彰とお祝い

地域に根ざし
貢献できる企業として

　4月18日、役場西会議室で令和4年度南阿蘇村人権教
育指導員の委嘱状交付式をおこない、宮田鉄雄さん、福
本弘二さん、中川弘幸さんの3人を指導員として委嘱し
ました。
　指導員の皆さんには児童生徒の人権学習指導や、村の
人権講演会をはじめとした人権教育啓発活動に関しての
助言をいただき、村民の皆さんひとりひとりが人権につ
いて関心を持っていただけるような活動をおこなってい
きます。
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　4月25日、役場庁議室にて紺綬褒章伝達式が執りお
こなわれ、萩尾陽平さん（東京都・プレミアムウォーター
㈱代表取締役）に吉良村長より褒状および褒章が授与さ
れました。
　これは、萩尾さんが令和3年6月、本村に対し多額の
の私財を寄附いただいた功績に対し日本国より授与され
たもの。受章にあたり、萩尾さんから「南阿蘇村の水を
商品として使わせていただいているので、その収益の一
部を村の水保全活動に使っていただき、村の持続的な繁
栄に今後も貢献したい」とコメントをいただきました。

　4月23日、南阿蘇村図書室にて、オープン1周年記念
のイベントが開催されました。図書室絵本コーナーでは、
NPO法人えほんのくにによる「おはなし会」、ロビーでは
リース作りのワークショップや一箱古本市がおこなわれま
した。また、2階フリールームAでは、映画上映会もあり
ました。当日は高森高校生7人がボランティアとして参加
してくれました。
　今後も図書室では、定期的にイベントなどを開催し、多
くの人に図書室を利用していただきたいと考えています。
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南阿蘇村図書室
1周年記念イベント開催

4
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　4月26日、竹崎四差路前において両併西部地区土地
改良事業の竣工記念碑除幕式が開催されました。この事
業は、平成23年から令和3年5月の完了整備まで約10
年にわたる工事となり、その間熊本地震に見舞われるな
ど長い年月と苦労を乗り換えて完了しました。
　記念碑については、河内健雄委員長をはじめ換地委員
が中心となって「本事業を後世に伝えるための記念碑を
作りたい」という熱い思いから今回の建立に至りました。
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紺綬褒章が授与されました

土地改良事業竣工記念碑除幕式人権教育指導員の委嘱状交付式

　4月25日、役場大会議室にて、南阿蘇村地域学校協働
本部運営委員会が開催されました。同委員会では、地域と
学校の連携・協働による「学校を核とした地域づくり」お
よび「地域とともにある学校づくり」を実現するため、地
域学校協働活動の運営方法や推進方法などを協議・検討し
ています。
　地域学校協働活動（子どもたちを支え、地域を元気にす
る活動）には、多様な地域人材の発掘・育成が重要となり
ます。今後も地域の皆さんには活動へのご理解・ご協力を
お願いします。

4
25
南阿蘇村地域学校協働本部
運営委員会を開催
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長野神楽殿で3年ぶりに演奏される古澤巖さん

No.194ハートがたくさんの村づくり
差別のない、人への思いやりを大切にする、明るい南阿蘇村をつくりましょう。

村民みんなで「ハートがたくさんの村」をつくりましょう。　総務課 人権政策係　℡0967（67）1111

　「人権」という言葉からあなたはどんな印象を受
けますか。「とても大切なもの」それとも「何だか堅
苦しくて難しいもの」、「自分には関係ないもの」で
しょうか。 
　これまで「ハートがたくさんの村づくり」のコー
ナーで冒頭に掲載していましたように『「人権」と
は「すべての人々が生命と自由を確保し、それぞれ
の幸福を追求する権利」あるいは「人間が人間らし
く生きる権利で、生まれながらに持つ権利」であり、
だれにとっても身近で大切なもの、日常の思いや
りの心によって守られるもの』だと常に考えていま
す。また、子どもたちに対しては、「命を大切にす
ること」、「みんなと仲良くすること」と思います。 
　「人権」は難しいものではなく、だれでも心で理
解し、感じることのできるものです。しかし、現
実の社会では、保護者からの虐待によって子ども

の命が奪われたり、パートナーからの暴力によっ
て心や身体に深い傷を受けることがあります。高
齢だから、障がいがあるから、同和地区出身者だ
から、外国人だからということで差別を受けるこ
ともあります。ハンセン病に対する誤った認識や
偏見により、現在でも故郷に帰ることができない
人もいます。どれも悲しく痛ましい人権問題です。
　このようなことがどうして起こるのでしょうか。
どうすればこのようなことをなくせるでしょうか。
現在どのようなことが主な人権課題として取り上
げられているのか来月から触れていき、人権につ
いての理解を一層深めるきっかけにしていただけ
れば幸いです。 
　来月は「女性」について取り上げます。 

参考：法務省
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　5月11日、役場大会議室で（公財）B&G財団様からの
「防災拠点の設置および災害時相互支援体制構築事業」第
2期拠点の支援金交付決定書授与式がおこなわれ、油圧
シャベルやダンプなどの重機の導入や研修費用の支援を
決定していただきました。
　有事の際には安全かつ迅速に災害救助活動ができるよ
う、機材の配備のみならず、消防とも連携し研修などを
おこない日頃からの防災意識を高めていきます。

　5月10日、長野地区の神楽殿で復興支援コンサート
などで南阿蘇に応援をいただいているヴァイオリニスト
の古澤巖さんの3年ぶりになる奉納コンサートが開催さ
れ、定員の80人が来場。
　「3大ヴァイオリニスト」として活動される古澤さんは、
今回も深夜ラジオ番組で流れる「ジェットストリーム」
のテーマ曲などを披露され、収益金の一部を会場のある
長野地区に寄付されました。来場者からは「こんなに身
近な会場で素晴らしい音楽を聴ける機会があって嬉し
い」と再企画を望む声が多く聞かれました。
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来場者を魅了 長野神楽殿にて
復興奉納コンサート♪

B&G財団様からの
支援金交付決定書授与式

写真左、（公財）B&G財団理事長の菅原悟志さん
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　4月30日、旧長陽西部小学校グラウンドで羊の毛刈り
SHOWが開催されました。当日の参加者は定員の40人。
まず、講師の實田さんから羊の生態や毛刈りについての
説明があり、その後毛刈りの実演が開始されました。普
段見慣れない光景を見た参加者は真剣にその様子を見つ
めながら驚きの声をあげていました。
　毛刈り体験が始まると、最初は恐る恐るだった子ども

たちも慣れてくると楽しみながら体験ができ、刈った毛
は参加者に配られました。その後は親子で仲良く羊毛の
紡ぎ体験や羊の毛を使い作られたぬいぐるみなどの商品
を見学。参加者からは「イベントを開催してくれてありが
とう」「羊の毛を宝物にします」などの言葉がありました。
黒川地区に明るい声が響いた一日となりました。

大好評!! 羊の毛刈りSHOW

みなさんのご家庭の
住宅用火災警報器は大丈夫ですか？
　熊本県内のすべての住宅に住宅用火災警報器（住警器）の設置が義務
付けられて今年の6月で11年を迎えました。九州各県の消防本部では、
6月1日を基準日として、九州一斉に住警器の普及・啓発キャンペーン
を展開しています。設置の必要な寝室や階段などにまだ設置がお済みで
ない場合や電池切れなどのサインが出ている場合は、すみやかに設置ま
たは交換をしましょう。住警器は少ない投資であなたの生命・財産を守
ります。詳しくは消防本部予防課℡0967（34）0119までお問い合わせ
ください。

応急手当講習を受講してみませんか？
　感染予防の観点から約2年間、救急講習の開催は中止、縮小傾向でし
たが、現在は感染対策を行ったうえで、応急手当講習を再開しています。
　大切な命を守るため、心肺蘇生法や応急手当を学んでみませんか？気
軽にお問い合わせください。お待ちしています。
南部分署救急隊　℡0967（34）0024
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