午前８時３０分 集合
※雨天中止。（防災無線放送 午前６時頃）
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木原昭芳

途切れることなく富士町の老若
男女にスポーツを通して関わり
続けてきた原さんの原動力とは？
ひとこと。好きなんです
みんなが喜ぶと自分も嬉しい。
そして、地域が元気になってほ
しい。

!

スポーツは「する・見る・支
える」楽しさがあると云われて
いて、自分がプレイして楽しん
で、観戦して楽しんで、スポー
ツボランティアで支えて楽しむ。
この つ の楽しさをより多くの
人に知ってもらってスポーツが
より盛んになってほしい。
東京オリンピック・パラリン
ピックに佐賀国体。これから、
大きなスポーツ大会に向けて、
佐賀県では、選手強化などの目
標があるけれど、一番大切なの
は、スポーツが地域に楽しく残っ
ていけるように裾野を広げるこ
と。オリンピックが終わって、
はいおしまいではなく、たくさ
んの人がその後も様々な形でス
ポーツを楽しんでいけるような
地域にしたい。少子高齢化の富
士町で、みんなが元気で長生き
するために、スポーツを核とし
3

晴好雨竒

32

8

●場所 富士運動広場

野兎を捉へし話飼ふ話
委員の活動でした。学校で、子
ども達にスポーツを教えるだけ
でなく、若者やおじいちゃんお
ばあちゃんなど、より多くの人
と関わっていきたいと考えたか
らです。
スポーツは、若者や子ども達
には心身を鍛え活躍の場を提供
することにもなるけど、それだ
けではない。体を動かすことで
楽しみ、多くの仲間と出会い交
流の場でもある。体を動かすこ
とが好きな人ばかりではない。
運動が苦手で嫌だなぁと思う人
もいる。年を重ね体が弱って思
うように動かなくなった人もい
る。そんな人達も様々なスポー
ツを通して、人とふれあうこと
の楽しさを知ってもらいたい。
そのためには、地域の活動が大
切だ、という思いが、当時から
ずっと原さんの根っこにはあり
ます。
体育指導委員の活動は、冒頭
の町民体育祭だけでなく、ゲー
トボールやグラウンドゴルフを
広めたり、早朝野球やバレーボー
ルなど様々な試合の審判、新春
歩こう会などの富士町の山を歩
く企画、ペタンクやミニテニス
などの軽スポーツの普及、 年
間富士町内外から多くのファン
を集めるマラソン大会…挙げれ
ばきりがありません。その数な
んと年間に 日を余裕で超える
のだとか
どんなに仕事が忙しい時も、
50
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●日時 １０月９日 日曜日

野うさぎは、月を見たら逃げるんだとさ･･･。

50

幸報ふじ

第46回 富士町民体育祭

（一般財団法人スマイルアース）

TEL：0952-57-2341
FAX：0952-57-2217
hoonoki@smile-e.org
住所：富士町藤瀬724-4

り組んでいました。
学校の先生になりたかった原
さんは、大学卒業後、全国的に
子ども達が荒れていた昭和 年
代に北山で教師生活がスタート
します。北山の子ども達は、素
直な子が多く、走るのイヤだ～
と言いながらも一所懸命に鷹の
羽まで駅伝の練習をしたことを
よく覚えているそうです。
「北山で俺に怒られんやった
生徒はおったかなぁ」というく
らいのこわ～い生徒指導の原先
生を思い出す当時の生徒さんも
多いかもしれません。
北山中でバレー部の顧問をす
ることになった時、選手として
陸上をずっとしてきた原さんは、
生徒にバレーを上達させるため
にはどうしたらいいのか悩みま
す。そこで、週 回 富士町のバ
レーに参加して、たくさんの仲
間に教えてもらい自分でプレイ
することで消化し、生徒達への
指導に役立てたそうです。お話
を伺っている間、そこかしこに
感じるスポーツマンシップは、
当時から変わらないようです。
現役教師時代、これから伸び
ていく子ども達は、体育の授業
や部活でスポーツを通して心身
を鍛え、夏休みにキャンプ等を
通して子ども達自身で考え学び
掴む体験をさせることを大切に
していました。
教師生活と共にスタートした
のが、富士町体育協会体育指導
!

!
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スポーツを通して元気に笑顔に

秋風にふれあい求める
ス ポ ー ツ の 祭 典！！

発行：佐賀市富士支所
編集：幸報ふじ事務局

ら元気しとったねぇ 」 と話が
盛り上がるなんてことも、富士
町民あるあるの一つでしょう。
そんなふれあいの場である町
民体育祭をずっと陰で支えてき
たのが、富士町のスポーツ推進
委員（体育指導委員）を 年さ
れている原敏朗さん（ 歳）で
す。
62

今年の夏に開かれた、オリン
ピックの日本選手団に負けない、
熱い志と富士町への思いをご紹
介します。
原さんは、走り高跳びで佐賀
県初の背面跳びを実践してイン
ターハイに出場した経歴を持ち、
現在は佐賀県総合型地域スポー
ツクラブアドバイザーという肩
書きを持つ根っからのスポーツ
マン。大学では走り高跳びから
種競技に切り替え、働きなが
代まで選手として陸上に取
ら

10

幸報ふじをご覧のみなさんな
ら、きっと誰しもが参加したこ
とがあるのではないでしょうか？
秋の風物詩、富士町町民体育
祭。今年は、 月 日 （日）
時 分集合です
30

お母さんに抱っこされている
赤ちゃんから、おじいちゃんお
ばあちゃん、遠くに進学したお
兄ちゃんや嫁いでいったお姉ちゃ
ん、職場が富士町の人。富士町
に縁のある人みんなが集まる、
唯一の大イベントです。
富士町はとても広いので、他
の地区の人と会うことはなかな
かないことも。毎年この時にだ
け顔を合わせて、入場門で「あ

30
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たコミュニケーションで、地域
作りができたらとても嬉しい。
体がほぐれたら、みんな自然と
笑顔になるでしょう。ムスッと
してゲームする人はいないでしょ
う。スポーツを通して、地域を
元気に笑顔にしたいんです。
と、青春ど真ん中の高校球児の
ようなキラキラとした笑顔で答
えてくれました。
今年の町民体育祭は、子ども
達がフリーで参加できる競技や、
体があまり動かないおじいちゃ
んおばあちゃんも楽しめる競技、
開会時間を例年より遅くするな
ど、様々なアプローチを試みて
います。体を動かすことが好き
な人も苦手だと思っている人も、
来た人みんなが来て良かったと
思えるような運動会を目指して、
プログラムを構成しています。
スポーツは、勝敗や記録も楽
しみの一部かもしれないけれど、
スポーツを通してのふれあいを
何よりも楽しんでほしいです。
お腹の底から大きな声で応援し
たり、声を掛け合ってねぎらっ
たり、美味しいお弁当をみんな
で輪になって食べたり、運営ボ
ランティアをしてみたり、スポー
ツを通して色んな楽しみ方をし
てほしいです。
富士町に縁のある人が、一堂
に会する唯一の場所。きっとた
くさんの出会いが今年もあるこ
とと思います。ぜひ、今年は一
味違った見方で町民体育祭を楽
しんでみてください。子どもの
頃から運動苦手などんくさい私
ですが、原さんの熱い思いを聞
いていると、スポーツの秋がと
ても楽しみになりました。
（記事 ふれあいるーむ 村上）
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イ ベ ン ト 情 報

◆お供日 古湯鉦浮立／ 月
日
◆お供日 市川天衝舞浮立・杉
山天衝舞浮立・須田鉦浮立／
月 日
◆２０１６佐賀熱気球世界選手
権（佐賀市）／ 月 日～ 月
日
◆富士町ふれあい祭り（富士支
所）／ 月 ・ 日
◆富士しゃくなげ湖ハーフマラ
ソン２０１６／ 月 日
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・

28
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月の行事予定

20
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13

11

1

10

◆天山祈念碑祭（天山山頂） 日
◆淀姫神社 秋季大祭（上無津
呂） 日
◆富士町民体育祭
日
◆早馬祭「ハヤマサイ」（大串） 日
月
◆防火パレード（佐賀市消防団
北部方面隊富士支団） 日

月
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11

10

13

17

1

次号『幸報ふじ』は
月下旬の発行予定です。

皆さんからのお声をお待ちし
ます。掲載できるものであれば、
どんどん載せていきたいと思っ
ておりますので、どうぞよろし
くお願い申し上げます。
幸報ふじ事務局

み ん な の 声

の変更があります。ご了承ください。

※行事につきましては順不同、日程

9

温泉病院だより

15

特産品開発等の取組に対し
支援を行います

11

10

※目的
所得向上を目標として、農
業者等の組織する団体が行う
特産品の商品開発、ブランド
化、販路拡大等の取組に対し、
経費の支援を行います。

9 11

24

9 11

7

※対象者
富士地区の生産組合、生産
部会、農産物直売所、その他
農業者等の組織する団体

14

～禁煙のススメ～（今年こそチャレンジを）
最近、いろんな施設が「禁煙」
になってますよね。身近なとこ
ろで飲食店、公民館や学校など
の公共施設は当然のことです。
わたしも 歳まで１日に２～
３箱は、喫煙してました。しか
し、周りの皆さんの温かいご支
援により禁煙を実施し、 年を
過ぎました。
タバコに対する依存というか
継続して喫煙してしまいがちな
のは、ストレス発散や、何かを
達成した時の安らぎをとるため
に行うことが多いと思われます。
しかし、喫煙しない方にとっ
ては、煙や臭いがとても不愉快
であり、なによりも副流煙によ
る健康被害が、多く取り上げら
れています。
副流煙は、家族や周りの人
に被害を及ぼすと言われてま
す。
年前は、現在のような取り
組みもなく、振り返るとそんな
ときだからこそ禁煙を行って非
常によかったと、周りの皆さん
に感謝しています。
富士大和温泉病院では現在、
建物内での喫煙ができない施設
内禁煙を実施してますが、来年
から敷地内禁煙（駐車場等の外
部も含む敷地すべて）へ向けて
検討しております。通院や入院
時は、喫煙できなくなりますの
で、ご協力をお願いします。
喫煙者の方は、いまこそ禁煙
にチャレンジしてください。
佐賀市立富士大和温泉病院
６３‐０１１１
ホームページ http://www.
hospitalfj.saga.jp/

※対象となる取組
①特産品開発の為に取り組む
事業
②特産品の認知度の促進（ブ
ランド化）、販路拡大等に
保 健 だ よ り
関する事業
③その他右記①、②に必要な
月 ・ 日支所健診受けて
事業
頂きありがとうございました。
月は、支所健診の月です。
※対象となる経費
◎平成 年度支所健診（要予約）
●日時
月 日（火）
謝金、賃金、旅費、消耗品
費、資材費、印刷製本費、広
時 分～ 時 分
場所 北部コミュニティセンター
報費、保険料、通信運搬費、
●日時
月 日（水）
使用料及び賃借料等
時 分～ 時 分
※補助率（予算の範囲内）
場所 フォレスタふじ
●日時
月 日（木）
商品開発等に取り組むにあ
たって必要な経費の ／ 。
時 分～ 時 分
総事業費 万以上の事業で
場所 フォレスタふじ
上限額 万円／年度まで
（胃・子宮がん検診なし）
◎乳幼児健康相談
●日時
月 日（火）
※応募期間
平成 年 月 日（月）～
時 分～ 時 分
日（金）
場所 富士支所
階ふれあいるーむ
※問い合わせ先
皆さんの受診や相談をお待ち
しています。
佐賀市富士支所
総務・地域振興グループ ◆予約先◆
健康づくり課 健診専用電話
（農業担当）
３６‐７５７０
電話 ５８‐２１１２
23

9 11

28

10 11

11

『幸報ふじ』は、インター
ネットでも閲覧・ダウンロー
ドができます。
ウェブサイト http://www.sm
ile-e.org/kouhoufuji.html
に掲載しています。
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富士町体育協会主催 女子混合バレーボール大会
● 日時 １０月２５～２７日 火～木曜日
午後７時より開始式、７時３０分より試合開始
※ 以後の日程とも同じ。（時間厳守）
● 会場 富士校中学部体育館
※ 駐車場は、富士支所駐車場を利用してください。
● 申込期限 １０月１３日 木曜日午後５時まで
● 申込先 富士公民館内（体育協会事務局）
TEL ５８‐２８８２ FAX ５８‐３５８９
● 監督会議および抽選会 １０月２０日 木曜日 午後７時３０分
富士公民館会議室にて
※ 監督会議に出席しないチームは棄権とみなします。
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★ １１月の予定 ★
２日（水）ぐんぐんキッズ（クッキング -富士町産しいたけを食べよう-参加費300円）
４日（金）かふぇタイム（Book Cafe -100円/コーヒーお代わり自由-）
８日（火）のびのびタイム（リズムダンス）
１１日（金）ぐんぐんキッズ（コーヒーの楽しみ方 -参加費500円-）
１６日（水）わらべうたサロン（タッチケア＆アルバム作り）
１８日（金）ぐんぐんキッズ（美文字レッスン）
２２日（火）かふぇタイム（まったり Cafe -100円/コーヒーお代わり自由-・乳幼児健康相談）
２５日（金）ぐんぐんキッズ（クリスマスツリーを作ろう）
２９日（火）かふぇタイム（まったり Cafe -100円/コーヒーお代わり自由-）
★ １０月の予定 ★
５日（水）ぐんぐんキッズ（クッキング -みそ作り-参加費500円）
７日（金）ぐんぐんキッズ（りんご狩り -入園料320円-）
１１日（火）のびのびタイム（リズムダンス）
１４日（金）ぐんぐんキッズ（おゆずり会）
１９日（水）わらべうたサロン（タッチケア＆アルバム作り）
２１日（金）ぐんぐんキッズ（ハロウィンコスチューム作り）
２５日（火）かふぇタイム（まったり Cafe -100円/コーヒーお代わり自由-）
２８日（金）ぐんぐんキッズ（ハロウィンパレード・お話し会）
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ふれあいるーむは、産まれたばかりの赤ちゃん、わんぱくキッズ～おじいちゃん、
おばあちゃんまで誰でも使える場所です。季節に合わせて、ミニコンサート・食育講座・おはなし会・バス遠足など、楽しい催しがいっぱい。たくさんの出会い
を大切に、みんなのふれあいの場所、それがふれあいるーむです。 ※ 問い合わせ先：佐賀市社会福祉協議会 富士支所 ＴＥＬ ５８－２３１１

ふ れ あ い る ー む １０・１１月 の 予 定

● 日時 2016年11月20日 日曜日（雨天決行）
受付8時より、開会式9時より
競技スタート9時30分より
開催時間は8時より12時30分ぐらいまで
※当日は一部の区間交通規制が行われます。
● 競技者集合場所 小中一貫校北山校
● コース 国道323号線他
（富士しゃくなげ湖周回コース）
● 当日は、コース内沿道での応援をお願いします。
また、ボランティアスタッフも募集中です。
● 問い合わせ先
富士しゃくなげ湖ハーフマラソン事務局
TEL ０８０－５２０６－６６７４

