
男 女

（　）内は前月比 9月30日現在主な異動理由

人口 世帯数26,661（－69）人 12,799（－30）人 13,862（－39）人 12,998（－30）世帯

転入41人　転出72人　出生9人　死亡47人  

ひとの
うごき

◆今月号の表紙

　今月号の取材は、機敏な訓練を行う

消防士の方々や、運動会で走る児童ら

の写真撮影に悪戦苦闘。ここ１年はコ

ロナ禍でイベントがなく、動かない被

写体ばかりで、オートモードしか使っ

ていなかったのがあだに…。今回は

オートモードでは動く被写体にピント

が合わず、うろ覚えのマニュアルモー

ドを操作して何とか撮影。カメラを学

び直したいと思います。（矢野）

編 集 後 記

　9 月 25 日、晴天。約 150 年の歴史を持つ竹田津小

学校の最後の運動会の日です。コロナ禍で午前中のみ

のプログラムでしたが、18 名の全校児童が競技を元気

いっぱいに楽しみました。障害物レースに出場した２年

生の松本朔太朗くんは、運動が大の得意。最終関門のパ

ン食い競争で、勢いよくパンにかじりつきました。そん

な松本くんの活躍もあってか、所属の赤組は見事優勝！

松本くんは「優勝できたし、運動会はとても楽しかった。

来年は国見小学校になって人数が増えるので、みんなと

仲良くしたいです」とうれしそうに話していました。

～優勝に食らいつけ～

さくたろう

 29日 国見町大熊毛 小　谷　安　子 （81）

 1日 国東町成仏 藤　原　　　武 （88）

 3日 武蔵町糸原 坂　本　ユミ子 （99）

 4日 国見町櫛海 野　上　利　勝 （91）

 5日 国見町櫛来 三　田　サカヱ （101）

  国見町岐部 岐　部　𠮷　久 （78）

  国東町鶴川 丸　岡　哲　哉 （70）

  武蔵町志和利  　川　國　男 （86）

 6日 国東町赤松 久 　野　謙　次 （76）

 8日 国見町竹田津 後　藤　慶　子 （85）

  国見町向田 猪　野　久 　富 （95）

  国東町岩戸寺 上　溝　タミ子 （89）

  国東町田深 松　原　ヨシコ （90）

 10日 国東町鶴川 木　村　ナミ子 （73）

  国東町小原 鹿　島　エス子 （88）

 13日 武蔵町糸原 國　政　　　實 （87）

 15日 国東町横手 萱　島　隆　雄 （85）

 15日 国東町浜崎 岡　野　清　高 （77）

  武蔵町吉広 清　原　歲　憲 （77）

 18日 武蔵町古市 西　田　フサ子 （97）

 19日 国東町横手 岡　部　昭　信   （90）

 20日 武蔵町手野 佐　木　惠　子 （76）

  安岐町中園 宇都宮　ハツ子 （85）

  安岐町大添 河　野　フジヱ  　（103）

 21日 安岐町塩屋 山　﨑　隆　至 （87）

 22日 国見町伊美 北　村　　　定 （82）

  国東町安国寺 居　 　恵　子 （59）

 23日 国東町浜崎 國　重　冨美男 （88）

 24日 国東町治郎丸 清　原　義　信 （80）

  武蔵町麻田 古　田　春　喜 （85）

 25日 安岐町下原 吉　田　マサコ （96）

 26日 国東町浜崎　　  　　　ヨネカ （98）

  国東町富来 松　木　スヱ コ 　（87）

  国東町安国寺 北　村　宣　子 （91）

 28日 国東町成仏 清　原　一　夫 （72）

 10日 安岐町下原 眞　砂　柚
ゆ ず な

那 （剛浩・紋加）

 14日 国見町伊美 年　岡　穣
じょうたろう

太郎 （貴史・加代子）

 16日 安岐町塩屋 金　澤　咲
さ

　季
き

 （智宏・三佳）

 21日 国東町浜 青　井　結
ゆ い か

香 （英爾・まど香）

 25日 国東町北江 小　嶋　　　滉
あきと

 （将・美佳）

  安岐町下原 瀧　口　正
し ょ う ま

真 （正典・さおり）

 27日 国東町重藤 仲　屋　太
た い ち

智 （敦史・窓香）

 29日 安岐町下原 畑　野　綺
き い ち

一 （光輝・麻由子）

 30日 国東町田深 迫　野　由
ゆ

　那
な

 （哲也・理奈）

※掲載希望の申し出のあった方を掲載しています。

9 月

9 月

　 お悔やみ申し上げます（敬称略）　9月16日～10月15日までの届出分

10 月

　 お誕生おめでとう（敬称略）　（　）内は保護者の名前／ 9 月16 日～10 月15 日までの届出分国東を

元気にする人人人

コミュニティバスを活用して

地域を盛り上げる活動を行う

　国東町田深～成仏を結ぶ市のコミュニティバス（上国崎

線）を活用して、地域を盛り上げる取り組みを有志と行って

います。乗客に沿道地域のガイドをしたり、終点の上成仏バス

停で記念乗車券を配ったりするという内容です。活動のきっ

かけは、４月から田深商店街に４０年ぶりにバスが通るように

なったこと。これをインターネットで発信したところ大きな反響

があったので、「これは地域活性化につながる」と思い、知人

に相談して取り組みが始まりました。今では、遠く福岡県から

バスに乗りにきてくださる方もいて、手応えを感じています。

　人々の温かさ、まちの心地良さにひかれて国東に住むよう

になり、田深商店街で喫茶店を開いて８年が経ちました。市外

出身者だからこそ、この地域にあるもの、残っているものを面白

がれる視点があると思います。この視点を生かして、地域の素晴

らしさを発信し、田深商店街に人を呼び込みたいですね。

▲田深商店街を走るコミュニティ

バス。愛くるしい車体も魅力。

▲終点の上成仏バス停で記念乗

車券が配布されます。

※市のコミュニティバスについては、９ページもあわせてご覧ください。

私の達者な秘訣

島本 めぐみ さん（国東町田深）

国東町横手

　小中学校の同級生で、結婚して75年になります。私は

「足腰を鍛えること」、妻は「手先を動かすこと」を心掛け

てきました。2人仲良く、元気に100歳を迎えたいです。

三浦 翔音
か   のんみ  うら

（6か月）

母 結花里 さん

お姉ちゃんと仲良くして、

　　　元気で優しい女の子に育ってね（母）

ちゃん

翔音ちゃんは
ニコニコ笑顔でよくしゃべり、寝返りが得意

安岐町中園

河野 實男 さん

（97歳）

じつ お

トシヱ さん

（97歳）

地域の素晴らしさを発信して
田深商店街に人を呼び込みたい
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