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幸報ふじ
り。だいたい月に１度、警察学
校の頃からの同期４人と、真鯛
を狙って平戸付近へ釣りに行く
のが楽しみだそう。でも、みな
さん警察のお仕事ですので、お
休みと天気を合わせるのが大変
です。中学では野球部、高校で
は山岳部に所属していました。
インターハイに出場され、霧島
を縦断。「今はもう山を見ただ
けで嫌です。きつくて」と笑い
ます。高校３年生のとき、白バ
イに憧れて、警察官を目指しま
した。お子さんはお２人。お１
人は警察官をされているそうで
す。
◎北山駐在所の津田将志さん
は、昨年までは伊万里市二里町
に勤務されていました。お子さ
ん２人が北山小学校に通ってい
ます。「学校のお友達もできて、
地域の方々にもよくしていただ
いて、富士町に来てよかったと
思っています」と津田さん。土
日は基本的にはお休みなので、
休みの日に子どもたちと遊ぶの
が楽しみだそうです。中学校で
はソフトテニス部、高校では軟
式野球部に所属していました。
小学校の頃はパン屋さんになる
のが夢でした。かわいいですね。
中高生では教師を目指し大学の

制服を着て町内をパトロールしていると、
責任感と充実感が湧き上がってきます
日々、富士町民の暮らしを安
全に保つお仕事に従事して下さっ
ている古湯、北山、富士南の駐
在さんにお会いして、お話を聞
いてきました。古湯の井手享さ
ん、北山の津田将志さんは今年
の４月から、富士南の森野宏哉
さんは昨年４月から、ここ富士
町に勤務されています。私たち
町民が駐在さんをもっと身近に
感じ、コミュニケーションが取
りやすくなるように、今回は、
駐在さんたちのことを深堀りさ
せていただこうと思います。

◎古湯駐在所の井手さんは、
昨年までは多久市の多久町に勤
務されていました。多久は兼業
農家が多く、富士町と似た雰囲
気があったそうです。趣味は釣
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３人に、警察官になってよかっ
たと思うときはどんなときです
か、と聞きました。
井手さん「駐在になってから
年になります。あまり大きな
事件はないけれど、ちょっとし
た相談を受けることがよくあり
ます。それを解決できて喜ばれ
たとき、よかったと思います」
森野さん「行方不明の方を発
見できたり、力になれた、解決
できたと実感できたときですね」
津田さん「制服を着て、個々
の家を廻ったり、パトロールし
ているとき、充実感があります」
森野さん「私も責任感が湧い
てきます。制服を着て学校を訪
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が、人の役に立つ仕事がしたい
と思い警察官に。建築の仕事も
好きでしたが、やはりデスクワー
クより体を動かしたいという想
いもありました。

せつこ

やはらかき月山の端をのぼりゆく

数学科に進みましたが、教師は
採用枠が少ないし、自分には向
いていないという判断から、警
察官になると決めました。警察
官だったお父様からの薦めもあっ
たそうです。
◎富士南駐在所の森野さんは、
東与賀から昨年４月に富士町勤
務となりました。お子さんは小
学生と保育園児のお２人。上の
お子さんの小学校入学と転勤が
重なり、勤務する駐在所よりも
先に学校を決めなければならな
かったので、小中学校が隣接し
ていて、富士町勤務が終わって
からもなんとか転校せずに通学
できる松梅小学校を選んだそう
です。中学校では野球部、高校
では陸上の短距離選手でした。
体を動かすことが好きで、子ど
もの頃はスポーツ選手に憧れて
いました。３年間建築関係で図
面を書く仕事に就いていました
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問したりすると、子どもたちが てほしい。一度出ても、戻って
喜んでくれます」
来てほしいです」
井手さん「富士町の子どもた
森野さん「車の盗難や車上荒
ちは、制服を着て私が通っただ らしが多いので、鍵かけを心が
けで、挨拶してくれますね」
けていただきたいです」
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
津田さん「パトロールであち
こち行きますので、気軽に声を
かけていただきたいと思います」
駐在さんたち、パトロールや
相談事でお忙しい中、お集まり
いただき、ありがとうございま
した。これからもどうぞ富士町
をよろしくお願いいたします。
（記事 恵良五月）

前任の駐在さんたちがされて
いたように、防犯のための寸劇
を、今でも老人クラブに呼ばれ
たりすると上演していますが、
コロナウイルスの影響でその機
会もごく少なくなりました。そ
こで、防犯を呼び掛けるための
新たな戦略として、富士南駐在
所の森野さんが描く４コマ漫画
が登場しました。地域の回覧板
で回覧してもらっていますので、
ご覧になったことがあると思い
ます。漫画は富士町に来て初め
て書いた、という森野さんです
が、建築関係の製図をされてい
たからか、器用なんですね。と
ても味わいのあるイラストです。
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最後に駐在さんたちから富士
町のみなさんへ一言メッセージ。
井手さん「若い人たちに富士
町に住んでほしいですね。残っ

ふれあい広場は親子でのんびり集える場所です。
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広場

37-3716

２６日（火）デコカレンダー作り １１月のカレンダーを作ろう
★１１月の予定 ★
１１日（木）Ｂook かふぇ ～おべんとうの世界～
３０日（火）デコカレンダー作り １２月のカレンダーを作ろう
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月の予定

一般者大会
日（水）ペア大会
日（土）神公協月例会
富士町民大会
日（金）内藤杯
定休日
日（火）
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月の予定

一般者大会
日（水）ペア大会
日（月）一般研修会
日（土）神公協月例会
定休日
日（水）
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月の行事予定

今回は都合により
休ませていただきます。

温泉病院だより

17

大和ふれあい
～オイル代300円・大きめなタオル・飲み物をご持参ください～
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月

◆富士音楽サロン

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

日

◆淀姫神社 秋季大祭（上無津呂）
◆早馬祭「ハヤマサイ」（大串）
◆富士音楽サロン 日

月
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終活は
前向きに
これからの人生を自分らしく過ごすために
佐賀市が作成した「あんしんノート」を活用してみませんか？

みなさんご存知ですか？

須田地区の川上川第二発電所
所在地／佐賀市富士町小副川
２１７７番地
大正 年 （１９１４年） 月
日竣工。正面左側部分は大正
年に発電機増設のため増築さ
れています。
当時は洋風建築が多く作られ
ていたらしく、この発電所もハ
イカラにデザインされた窓など
を持つ洋風建築となっています。
川上川沿いの自然景観の中で、
アクセントにもなり対岸より写
生されている光景もありました。
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●問合せ先：
★１０月の予定 ★
７日（木）Ｂook かふぇ ～ハロウィンの世界～
１４日（木）タッチケア

*** 富士町の民話 ***
大蛇話

の着物の裾に、木綿針ば刺しとっ
たて。そいぎ、そのあくる日か
ら、小姓はぱったい来んごとなっ
たて。
そいから二、三日して、庄屋
さんが、家ん裏のホラ穴ん脇ば
通りかかんさったぎ、その穴ん
中から声の聞こえてきたて。
庄屋さんな、何じゃいかと思
うて、じっとして聞いとんさっ
たぎ、大蛇の苦しかごっして、
「おりゃあ、木綿針が一番好か
んとこれー、木綿針ば刺されて、
ぐすの動きでん出来ん、痛うし
てたまらん。」て言うて、泣き
よったて。そして泣きながら、
「そいばってん、あの娘にゃあ
獣の種ば宿したけんが、そぎゃ
ん長うせじ死ぬじゃろう。」て
言うたて。そいば聞いた庄屋さ
んな、びっくいして、「この大
蛇が、あん小姓やったばいにゃ
あ、こりゃあどがんすっぎよか
じゃいか。」て考えよんさった
て。そいぎ、庄屋さんの脇におっ
た、もう一ぴきの蛇が、「庄屋
さん、そりゃあ、娘さんに桃の
花ば浮かばせた酒ば飲ますっぎ
んたあ、獣の種はじきと流るっ。」
て、教えてくいた。
庄屋さんは、おろたえて、桃
の花ば浮かべた酒ば、娘に飲ま
せんさったて。そいぎ、獣の種
は、すっかい流れてしもうたて。
そいから、桃の節句の酒ば、
娘に飲ますっ習慣の出来たて。
下関屋 吉田武敏（当時 才）
出典 富士町の民話 ～ 頁

11 22

発電機室は、敷地裏手の崖の
落差を利用するように計画され、
ドイツ・シーメンス社製の発電
機 台 が据え付けられたもので
す。その後、大正 年に発電機
増設のために北側が増築されて
います。 層 目の窓部は配電盤
室と同様に滑車付きの摺上げ木
製硝子窓が用いられるなど、構
造は異なるものの、配電盤室と
統一されたところも見られます。
※出典／佐賀市都市景観
重要建築物等より
水の引き込みは、嘉瀬川発電
所から山の中を通って須田地区
の旅館杉乃家下へ到着して、発
電所の水車へ流れ込み発電する。
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富士ふれあい広場（旧富士ふれあいるーむ）
１０・１１月の予定 場所：富士支所２階 時間：１０時～１５時３０分
むかし、むかし。
庄屋さん方に、きれいか娘の
おんさったて。その娘の所へは、
藩で殿様の御世話ばしよって言
う小姓が、毎晩のごと遊びや来
よったて。
小姓は、いつでん、障子ば開
けじい、音もたてじい娘の部屋
に入って行きよったて。そいも
んじゃ、「おかしかにゃあ」て
思うた庄屋さんな、娘に「どう
も、あん小姓はおかしかごたっ
けんが、今夜来たないば、あん
小姓の着物の裾に、木綿針ばつ
ん抜いとけ。」て言いんさった
て。
さっそく、その晩娘は、庄屋
さんの言いんさったごと、小姓
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神水川パークゴルフ場
大会日程TEL0952-51-7005
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『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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これからやりたいこと、行きたい場所、会いたい人など思い
つくまま書いてください。
さあ、ペンを取って、自分らしい未来へ！
◎お問い合わせ先：
おたっしゃ本舗富士
５８－２８１０

これからの人生を自分らしく過ごすために

これまでの人生を振り返り、今後自分が好きなことをできるようイメージして、わか
りやすくまとめるための一助とする。それが、あんしんノートです。
これから続く未来のために過去の自分、そして今の自分につ
いて整理し、思い描くこれから先の自分像を何度も繰り返し見
直していくことで、悔いのない人生を過ごすことができるよう
活用して下さい。

同時に家族とともに何度も話し合うことや自身の思いを残す
ことで尊厳ある、最期を迎えることができます。

佐賀市では、毎年「あんしん
ノート」を作成し、希望の方に
は無料で配布しています。終活
ばかりをメインにしたものでは
なく、これまでの自分の生き方
を振り返り、これからの人生を
どんなふうに暮らしていこうか
…と前向きに考えて頂きたい一
冊です。好きなページから書きはじめましょう。必要だと
思うページを選んで書いても良いし、写真を貼る、資料を
はさむ等、自由にお使いいただけます。家族と相談しなが
ら書いても良いでしょう。
大事なことは、ノートの存在を誰かに伝え、保管場所を
明らかにしておくこと。
おたっしゃ本舗では、出前講
座で書き方の説明も行っていま
す。気軽にお声かけください。
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おたっしゃ本舗富士からのお便り
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