さぁ〜出番よ !!

▲ 幼年消防クラブ

西原村
議会だより

３P

12月定例会

拠点に

５P

『山河の館』

TPP

繋ぐ・
希望

８P 〜 11P

反対

一般質問

12P
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81

趣味は

No.

２P

産業教育常任委員会

地域教育の拠点は
山河の館から

西原村生涯学習セン
ター『山河の館』は、本
村社会教育事業の拠点と
して建設されました。
村の歴史資料を展示
し、郷土への理解を深め
ていただき、村民の憩い
の 場 を 兼 ね た 施 設 で す。
図書室、大研修室、小会
議室の他、和室などあり
ます。
今後『山河の館』の運
営にあたっては、定期的
な読み聞かせ会をはじめ
とする各種の企画を行
い、本村社会教育の核と
して、様々なニーズに対
応できる生涯学習の施設
として活用できます。

図書室は平日午前９時
から午後５時までの開館
で、 土 曜 日 が 休 館 日 に
なっています。図書等の
貸出冊数は、１人１回に
つき５冊までとして、貸
出期間は 日以内として
います。
県産材で造られたこの
「山 河 の 館 」 へ ご 家 族 で
足を運んで下さい。お待
ちいたしております。

15

2
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総務福祉常任委員会

西原の未来に希望の光

企画商工課と意見交換

き

ぶ

（動物とのふれあい）
●夏祭り（花火）
●わくわくレース
●各種手づくり体験

光の架け橋
（地元の人とのふれあい）
●農業体験
●田植えまつり
●そ うめん流しとブルー
ベリー狩り
●収穫祭

●九州新幹線全線開業に ●光ブ

 ロードバンド事業
向けた取組み
西原村は、提供エリア
㈶阿蘇地域振興デザイ 外となっているため、Ｎ
ンセンターを中心に、阿 ＴＴ西日本の担当者を招
蘇くじゅう圏内を博覧会 き、導入するための条件
会場とみなした滞在型観 や、企業・住民にどれぐ
光を目指し、阿蘇くじゅ らいメリットがあるかな
うカルデラツーリズム博 どの説明会があった。
覧 会（阿 蘇 ゆ る っ と 博 ）
を開催する。
光の必要性として
西原村の取組み
企業
阿 蘇 ゆ る っ と 博 西 原 ・ 光回線のニーズが高
く、企業立地条件検
村 実 行 委 員 会 を 設 立 し、
討の重要要素の１つ
ワークショップ・研修な
である。
どを行い、萌の里を中心
とした「萌の里パビリオ ・ 光がなければ企業誘
致に支障をきたす場
ン」と、らくのうマザー
合もある。
ズ阿蘇ミルク牧場を中心
とした「阿蘇ミルク牧場 住民
パビリオン」また、白糸 ・ インターネットの利
し ぶ き
用者が伸びている。
の滝「糸舞季」で計画を
（現 在は、ＡＤＳＬ・
進めている。
ＩＳＤＮ回線使用）
企 画 委 員 会 を 設 置 し、
マ ッ プ の 作 成・ ホ ー ム 行政
ページの作成・案内板の ・ 議会中継のライブ配
信を行う事業を実施。
作成を進めている。
・ 福祉において、生活
マップについて
萌の里周辺、阿蘇ミルク
支援サービス・デマ
牧場周辺の各店舗を紹介。
ン ド（相 乗 り ） 交 通
システム等に利用で
きる。

ホームページについて
西原村全体の店舗を掲
載して地域の活性化を目
指す。

平成23年２月３日発行

第81号

ゆうすい

西原村議会だより

3

阿蘇ミルク牧場パビリオン
糸舞季
し

2.
3.

4.
5.

九州新幹線全線開通に向けた取
組みについて
地上デジタル放送対応について
住宅用太陽光発電システム設置
費補助について
光ブロードバンド事業について
鳥子工業団地５号線改良について
1.

自然・人・観光・商工・農業

すべてが繋がるように、委員
会は様々な分野の人との意見交
換をしたいと考えています。

萌の里パビリオン

●馬頭山での冬あかり
●山ノ神まつり
●出会いＩＮたわらやま
●コスモス祭り

12月定例会

増加する放課後学童クラブ（山西小）
定例会が12月14日から17日までの４日間開催された。
平成22年度一般会計補正予算（第５号）など議案９件、発
議１件を審議し、すべて原案通り可決された。

平 成２２年 度
一般会計補正

主な歳入
村民税……２０００万円
⃝
固定資産税… ６００万円
⃝

質疑応答

平成 年度

一般会計補正予算

［ 問 ］ 熊 本 県 市 町 村 振 興 平成 年度西原村中央簡
協会補助金 万円の説明 易水道事業特別会計補正
予算（第２号）（全員賛成）
を。
［企画商工課長］九州新
幹線開業に伴う地域振興 平成 年度西原村工業用
水道事業会計補正予算
事業補助金である。
歳 出 に つ い て は 阿 蘇 ゆ （第１号） （全員賛成）
るっと博実行委員会負担
村 民 の 文 化、 教 育 お よ
金に充てている。
び生活の向上を図る！
平成 年度西原村国民健 西原村生涯学習センター
康保険特別会計補正予算 の設置及び管理に関する
（第２号） （全員賛成） 条例の制定 （全員賛成）

22

平成 年度西原村介護保 新西原村公民館条例！
険特別会計補正予算（第 西原村公民館条例の制定
（全員賛成）
２号）
（全員賛成）

22

国
⃝庫補助金 学(童保育 )
………………１７０万円
国
⃝庫補助金

（猿帰地区地デジ分）

………………２１２万円

主な歳出
ム設置費補助金

住宅用太陽光発電システ
⃝
………………１１６万円
設工事補助金

猿帰地区共同受信施設新
⃝
………………２１２万円
委託料………３５６万円

山西・河原学童保育事業
⃝

………………４０８万円

保育園非常勤職員報酬
⃝

チン接種助成金

新型インフルエンザワク
⃝
………………７７０万円
………………３８０万円

乳幼児医療助成金
⃝

50

平成 年度西原村後期高 質疑応答
齢者医療特別会計補正予 ［ 問 ］ 館 長、 そ の 他 必 要
算（第２号）
（全員賛成） な職員を置くことができ
るとあるが、管理者と館
長の区別の説明を。
［教育長］館長もしくは
館長代理で進めていく。

4
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22

22

22

22

第５回臨時議会

議案（3件）

＊西原村長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定（全員賛成）

＊西原村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定（全員賛成）

（賛成）「桂」 生活的には厳しい面はあるが、格差是正のためにはやらなければいけない。

発議（1件）

＊西原村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定（賛成多数）

「問」

郡内ではこのような条例を作っているところはあるか。

「事務局」

２町村である、あとは一般職の給与改定に準ずるような条例の決め方である。

「問」

現状で今後の議員活動ができるか、この条例改正において審議されたか。

「総務委員長」議運で検討した、今後話し合いをやる。

議員報酬は県下でどのような位置にあるか。

「事務局」

県下では下から３番目にある。

討論

（反対）「田島」低い報酬のなか、議会の活性化を望むときにしなくてもいいのではないか。

平成23年２月３日発行
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発議１件

（反対）「田島」賃金を下げるのは経済状況を改善することにはならない。

農林水産業の崩壊！

＊西原村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定（賛成多数）

原野火入れ条例改正！
西原村火入れに関する条
例の一部を改正する条例
の制定
（全員賛成）

質疑応答

質疑応答

37

ＴＰＰ（環太平洋戦略的
経済連携協定）交渉参加
に反対する意見書（案）
（全員賛成）

20

18

56 35
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「問」

意見書提出

20

［問］ＴＰＰに参加した
ら村内の農業生産額はど
れだけ減額になるか。
［産業課長］熊本県では
平成 年の農業生産出
荷額に基づいて算出さ
れ て お り、 農 業 生 産 額
３０５０億円の ・６％
に当たる１１４７億円が
消失する。
村 内 に お い て は、 平
成 年農業生産出荷額
億５０００万円 、減少率
・４％で 億３００万
円になる。
減少率が大きくなって
いるのは、畜産業の占め
る割合が大きいからと考
える。本村農業に影響を
与えることは、間違いな
い。
▲阿蘇の赤牛

［問］村内で何ヶ所阿蘇
草原再生協議会に参加さ
れているか。
［ 村 長 ］ 小 森・ 鳥 子 牧 野
組合が参加されている。
［問］財団法人阿蘇グリー
ンストックでは１億円の
資金調達を考えていると
聞くが村の対応はどう考
えているか。
［村長］３年間で１億円
の個人募金活動というこ
とで、村としては、募金
［問］村内に赤牛の肉料
活動の支援をしていく。
理認定店が一軒もない
が、対応を考えているの
か。
［ 村 長 ］ 以 前、 赤 牛 の 肉
認定加盟店の募集をさせ
ていただいたが、参加者
がなく、今回再度募集を
行っているところであ
る。
▲村内の原野

レポート

12 月１日から３日にかけて、全議員による行政視察研修を行った。
衆議院会館にて与党衆議院議員に対し陳情を行ったほか、東京都武蔵野市において生重幸恵氏による
「地域社会と学校の連携のために」という内容の講演を受講。さらに茨城県水戸市の観光事業の取り組
みについて研修した。

地域社会と学校の連携

特定非営利活動法人ス
クール・アドバイス・
ネットワーク理事長 生
重幸恵先生の講演は１時
間強。汗を飛ばし、両手
を広げの熱のこもった話
に圧倒された。
理事長はＰＴＡ会長時
代から学校を支援する活
動を積極的に行い、他校
のＰＴＡ会長経験者とと
もに法人を設立。「学校
教育支援においての地域
活性化」を目的とする数
少ない団体の理事長とし
て、全国を駆け巡って講
演活動を行なわれてい
る。
内閣府の地域活性化伝
道師として、企業の教育
支援活動に助力し、教育
貢献の必要性をアドバイ
スし、企業の持つノウハ
ウを学校の授業に繋げて
いる。
これまで学校教育と社
会教育の関係の捉え方
は、それぞれの領域にお
いて施策展開を図ってき
た。しかしながら
○学社
 融合
○社教
 法・学教法の一部
改正

地域教育推進ネットワーク

教育支援コーディネーター

学校外教育

割を担うのが教育支援
コーディネーターであ
る。地域人材・民間企業
へ、学校への協力を呼び
かけ、協力者としての調
整を図り、一方では地域
や企業などの情報を学校
へ提案し、内容を検討調
整する。地域には学校に
協力してくれる人は必ず
いる。学校は情報を公開
することで協力者を求め
るべきであるとした。

コーディネーターの
心構え
○学校
 の教育方針を尊重
する。
○児童
 生徒にはわかりや
すく話す。
○児童
 生徒には公正な態
度で接する。
○一人
 ひとりの人格を尊
重し、「ほめる」姿勢
を持つ。
等のアドバイスがあっ
た。
講演を聞き、西原の
「宝」である子どもたち
を学校、家庭だけではな
く、地域社会総がかりで
取り組み、育てることが
重要であると思った。

6
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ものである。

学 校

教育活動に効果的に
導入
○個々
 のニーズに応じた
多様な教育機会を提供
する。
○子ど
 もたちの「学び」
への意欲を高める。
○地域
 における教育支援
ネットワークを通じ、
「公共性」の高い教育
を提供する。
前述したプラット
フォーム構想で大きな役

地 域
情報提供・支援

家 庭

学校教育

家庭教育

○「総 合 的 な 学 習 の 時
間」の導入
○中教
 審答申
等により従来の枠組み
が見直され始めた。
そこで生まれたのが
「地域教育プラット
フォーム構想」、学校・
家庭・地域の教育力を再
構築するものである。地
域の特性などに合わせた
多様な学習機会を提供す
るために多様な社会資源
を効果的に活用していく

地域教育プラットフォーム構想

公男
渡邉

産業教育常任委員会

元気な村「にしはら」
本村は、この水戸市に
も負けず劣らずの阿蘇を
背景とした俵山やダム百
選に選ばれる大切畑ダム
のような遺産がある。そ
こに隣接する萌の里があ
る。また本年より映画村
建設が実現に向けて本格
的に動きだすようだ。
３月には九州新幹線全
線開通になり九州各地で
観光集客の増大に向けた
競争がなされている。本
村は、そこに乗り遅れる
ことなく、先頭集団の一
角を担うべく行動してい
くチャンスである。

で、たくさんの来訪を受ける宝船のめでたい初夢
を是非『正夢』にしたいものです。

＊ロールシャッハテストとは投影法に分類される
性格検査の一種

この正月、韓国歴史ドラマ「テ・ジョヨン」に
はまりました。
新鮮に感じたのは、場面説明にしばしば南北逆
さの地図が表示されることでした。ロールシャッ
ハのテストのように、地図は心理状態を写す鏡に
なりそうです。
唐が高句麗を滅ぼし、激しい抵抗の末、渤海国
を建国する話からは、巨大なゴジラと大ダコとが
ジャンケンのチョキ（遼東半島と山東半島）を出
して対決している図が出てきます。
私の夢は膨らみます。先般、たんぽぽハウスに
釜山大学教授が調査に来られた話からはやさしい
ウサギさんの絵が湧いてきました。
今後、韓国新幹線から九州新幹線に乗り継い
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11

▲映画ロケセット内部

勝則
宮田

くが来場するイベントと
なり「元気都市・水戸」
のまちづくりの一役をな
している。
この水戸市で、
１８６０
年３月３日に起こった
『桜田門外の変』という
日本の未来を変えた歴史
的大事件をテーマに映
画撮影が行われた。その
オープンロケセット・記
念展示館が偕楽園に隣接
する千波公園内に建設さ
れていた。そこは市民団
体『桜田門外の変』映画
化支援の会の方々が管理
運営されており、 月ま
でに 万人以上の入館者
数になっている。
18

▲俵山と大切畑ダムの風景

一
敬
島
田

逆さ地図から西原村の初夢
・ ・ ・ ・

「黄門さまのまち」水戸市に

総務福祉常任委員会

水戸市といえば徳川光
圀で有名な歴史あるまち
である。弘道館・偕楽園
をはじめとする歴史遺産
「水戸藩の学問・教育遺
産群」として世界遺産登
録を目指している。
偕楽園は日本三大名園
のひとつで梅まつりは特
に有名で２月 日～３月
末にかけて行うまつりに
は１００万人以上の観光
客が訪れる。その他にも
年間通して桜まつり、つ
つじまつり、あじさいま
つりなどの催し物が開催
されている。
そのなかの水戸黄門ま
つりは８月７日から３日
間でなんと１００万人近
20

修
研

一般質問

安心・安全な保育園

村長 １クラス１名の正職員

［渡邉］現在、保育園は
定員１６０名に対して
２１４名となっている。
国の基準等には違反では
ないとのことだが、安心
安全の保育園として保育
士の増員の考えは。
［村長］今年、保育士の
採用試験を実施したが、
一次で合格者がなかっ
た。今後も正職員の採用
を計画的に行い、保育の
質を高めたい。基本的に
は１クラス１名の正職員
と思っている。
［渡邉］人口増加の高遊
地区に公園化の話がある
が、併せて保育園の新設
の考えは。
［村長］現施設の増設は
厳しい。保育園児増加動
向をみながら検討する。

40

［渡邉］新築での検討で
あれば、国・県の補助事
業はないか。
［副村長］厚生労働省の
児童厚生施設等整備事業
があり、この事業活用を
考えている。国３分の
１、県３分の１の助成率
になっている。

8
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老朽化した山西小学童クラブ施設

［村長］９月補正予算で
耐震診断の予算を措置し
た。しかしながら施設の
耐震補強には屋根の軽量
化、外壁、基礎等諸々で
工事費が３９００万円の
見積りであった。
新築と比較して大差が
ないと判明したので、新
築すべきとの考えでい
る。

［渡邉］耐震の見積りが
３９００万円だったが、
新築の予算は。整備事業
内示の時期がわかれば。
［副村長］概算であるが
新設の予算は３５００万
円、内示は平成 年５～
６月になると思う。でき
れば来年度の事業計画を
念頭において進めたい。

23

村 長 新
  築を計画

［渡邉］放課後児童クラ
ブは、「保護者が労働等
により昼間家庭にいない
児童に対し、家庭に代わ
る生活の場を確保し、適
切な遊びや生活の指導を
行い健全育成を図るこ
と」を目的としている。
この事業は男女共同参
画の時代に必要不可欠な
事業となっている。現在
の山西小学童クラブは、
築 年を過ぎた旧万徳保
育園を改造し運営されて
いる。保護者から老朽化
の建物であり、耐震補強
も含め種々の要望がなさ
れている。
村長の耐震等も含めた
今後の対応についての考
えは。

▲老巧化した旧万徳保育園

議員
渡邉公男

一般質問

医療費助成は６年生まで
村長 ４月から引き上げる

［桂］本村も都市近郊の
環境が良い村として、大
変人気があり、人口も増
え、子どもも増加してい
る。
子ども医療費助成につ
いては、現在小学３年生
までとなっているが、小
学６年生までにする考え
はないか。また、中学生
については、自己負担限
度額を決めて助成をした
らどうか。
［村長］子ども医療費の
負担がないということ
で、隣の町に引っ越した
という例もあるため、本
村も近隣の町の状況も見
て、来年４月から、６年
生まで引き上げることを
考えている。
中学生については、財
政状況も考えながら、２
年後を目途に考えてい
る。

大切畑ダムの環境問題について対策はあるか

長 土
  地改良区と協議をしながら進めている

［桂］ダムの底に堆積し
たヘドロ状の大量な土砂
は、臭いの原因にもなっ
しゅんせつ
ている。土砂の浚渫は考
えていないか。
［村長］基本的には浚渫
しなければならない。し
かし、土地改良事業は受
益者負担が発生するの
で、土地改良区の協力
を得ながら準備をしてい
る。

［桂］ダムに流れ込んで
いる川や水路、また側溝
からの水は調査している
か。
また、本村の河川環境
調査はしているか。
［村長］流入河川、側溝
を含めて６ヶ所の水質検
査を実施している。検査
結果は、全て基準値の範
囲内であった。
本村は、合併浄化槽を
推進しているため、全て
の河川の水質検査を年２
回している。
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▲堆積した土砂

村

［桂］大切畑ダムの水の
臭いと濁りの問題を解決
するためにＥＭ菌を投入
されたと思うが、効果は
あったのか。
臭いと濁りの原因は、
植物プランクトンと聞い
ているが、繁殖を抑制す
るための対策は考えてい
るか。
［村長］ＥＭ菌投入後、
水の濁りはあるが、川エ
ビや稚魚が増えたと聞い
ている。しかし植物プラ
ンクトンには効果がない
と聞いている。
植物プランクトンの繁
殖を抑制するには、噴水
のように、水を垂直方向
かくはん
に撹拌すると効果がある
と聞いているので、何ら
かの対策を考える。

水戸市（千波湖）

▲環境改善と観光に役立つ噴水

西原村議会だより
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議員
悦朗
桂

一般質問

即効性の景気対策を

村長 小規模工事等を含め考える

［田島］住宅リフォーム
助成は、景気対策として
即効性があるといわれて
いるが、西原でも導入し
てはどうか。
［村長］少ない予算で多
くの経済効果が得られる
と承知している。
長浜市の奨励金を商品
券で給付する方式では、
経済波及効果が１００倍
以上という。
国の雇用対策として取
り組まれるなら特定財源
を充てることも可能だろ
うが、今の村の財政で可
能か検討する。

［田島］小規模建築工事
登録制度の導入は。
［村長］この制度の目的
は、入札指名願をしてい
ない事業者を対象とし
て、自治体が発注する小
規模工事や修繕等の受注
を希望する方を登録する
ことにより、業者の受注
機会拡大を図り、経済を
活性化することだ。
学校施設、村営住宅の
維持修繕工事の状況を調
査した上で、この制度は
検討する。

健康づくりで国保の引き下げを

［教育長］毎月 日の食
育の日を教育の日にも、
生活改善にもなる啓発の
日にして推進する。趣味
グループへの謝金を将来
は補助金化することにつ
いて、社会教育委員に諮
問する。

［田島］少子化対策とし
て、多子の場合の国保均
等割を免除しては。
［村長］小６まで医療費
助成して少子化対策とす
るから、国保均等割の免
除はしない。

19
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長 関
  係各機関で検討

41

村

［田島］教育・保健等各
課横断的に健康な村づく
りに取り組んではどう
か。ヨガ、太極拳を始
め、サークル活動に広
がりを持たせて、健康づ
くりに繋げる例として、
菊池中央公民館ではヨガ
サークルの下に「ボラン
ティア養成講座」の文字
を付けて、老人施設など
に出かけて、ヨガを広げ
る活動を行っている。
［村長］現在、防犯灯
の整備を進めており、
ウォーキング意欲を高め
る施策として、キロ数や
カロリー表示、村民グラ
ウンド外周の街路灯整備
を考えている。
また、河原小が 連
覇中の自転車競技とリン
クさせて、地域を巻き込
んだ大会を開き、自転車
に乗る人を増加させよう
との話もある。
▲太極拳サークルの発表

議員
田島敬一

一般質問

交通事故防止対策

村長 自動車メーカーの対応を注視する

［西村］ 村長のマニ
フェストにある安心で安
全な村づくりの一つとし
て、交通安全対策につい
ての質問です。
全国的に交通事故は減
少傾向にあるが、依然と
してアクセルペダルとブ
レーキペダルの踏み間違
いで大事故追突事故等が
多発している。若者から
高齢者まで年代に関係な
く起きており、対策が課
題である。
国内で発明されたワン
ペダルは、アクセルとブ
レーキが一体となってい
て、ブレーキに足を乗せ
て足を右にずらせばアク
セルになり、そのままブ
レーキになる。踏み替え
る必要がなく、空走距離
がゼロに近いため、事故
防止には最適と思われ
る。
西原村でも推奨しては
どうか。

［村長］ワンペダルは、
高齢者の方々には良いと
思われるが、このペダル
は 年前から開発されて
おり、あまり周知されて
いない。全国的にもまだ
取付け台数が少ない。
しばらくはその普及状
況をみながら検討してい
く。

［西村］ＮＨＫの「ク
ローズアップ現代」でも
取り上げられ、東京大学
の教授も基本的にはこう
いうワンペダル方式が安
全性を保てるのではない
かと指摘されている。
玉名市ではワンペダル
装着車には補助金を出す
とのことで、今後交通安
全に寄与するものと考え
られる。
西原村で 歳以上の
方々からでも安心して運
転ができるよう、村とし
ての対策の考えはない
か。

65

▲アクセルとブレーキが一体のワンペダル

［村長］全国的にペダル
の踏み間違い事故は多発
している。昨年５月にＮ
ＰＯ法人安全運転支援セ
ンターが発足しており、
各自動車メーカーにＰＲ
活動をされている。
今後、自動車メーカー
がワンペダルにどのよう
に対応していくのか注視
し、興味深く見守ってい
く。
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議員
西村成美

20

編集発行／熊本県西原村議会

尾脇さんにインタビュー
Q１

本村に住宅を求められたきっかけは？
 益城町に住んでいました。田舎暮らしがしたかっ
たので、隣接でもあった西原村のこの地を選びまし

熊本県阿蘇郡西原村大字小森３２５９

た。

Q２

趣味は絵画と聞きましたが。

 油絵を描いています。20 年近くになります。熊本
県美術家連盟の会員として頑張っています。十数年
前より山登りも始めました。南北のアルプスは登り
ました。北海道の山には３週間程のキャンプ生活で
登りました。九州の主な山はほとんど登ったと思い
ます。

ＴＥＬ０９６

Q３

村に望むことはありますか？

２７９

 文化面の充実を望んでいましたので、山河の館の

 「ゆうすい」は読んでいます。わかりやすく

図書室の完成を喜んでいます。

編集してあると思っています。
（少し硬いとこ
ろもありますが・・・笑）

３１１１
ＦＡＸ０９６

■ ★ゆうすい★モニター募集！ ■
村民の皆様に読んで戴ける議会だより｢ゆうすい｣として、編集委員一同日夜努力しております。より一層
読みやすく、判りやすい、親しみのもてる議会だよりとなるべく、今回「ゆうすい」のモニターを募集致し
ます。皆様方の｢生の声｣をしっかりと受け止め、より深みのある議会だよりを目指します。多くの方々の辛
口のご意見、お話をお聞きできればと思っております。
＊詳しくは議会事務局まで連絡ください TEL096－279－4364（西村まで）

西原村議会だより

50

ゆうすい

第81号

平成23年２月３日発行

編集後記

直行
英雄
公男
悦朗
勝則

広報委員会一同

林田
山西
渡邉
桂
宮田

和己

文責 林田 直行

今村

元旦から大雪にみまわれ
大 変 で し た が、 新 た な 気
持ちで広報委員会一同頑
張っていきますので宜しく
お願いします。
昨年は村合併 周年にあ
たり村誌発行もされ、改め
て西原村を知ることができ
たと思います。一つの節目
を迎え次の目標へ・・
本年は九州新幹線が３月
に開業します。村ではそれ
に向けた取り組みも進めら
れており「映画村」
・
「光の
道」構想もあります。
村民の英知を集結して新
たな一歩を踏み出して行き
たい。

広報委員
委 員 長
副委員長
委
員
委
員
委
員

長

３５０６

発行責任者

議

２７９

︱

【主な活動】
⃝熊本県美術家連盟会員（阿蘇地区委員）
⃝熊本県美術協会会員

Q ４ 「ゆうすい」を見て要望がありますか。

自然が残っているようにと願っています。

︱

︱

尾脇苓子さん（瓜生迫）
（熊本県立第一高等学校卒業）
― プロフィール ―

 静かで良い村だと思っています。いつまでもこの

︱

▲山河の館で
お わ き れ い こ

12

