
男 女

（　）内は前月比 10月31日現在主な異動理由

人口 世帯数26,629（－32）人 12,786（－13）人 13,843（－19）人 12,996（－2）世帯

転入63人　転出61人　出生13人　死亡47人  

ひとの
うごき

◆今月号の表紙

　この1年も、コロナ禍での市報づく

りでした。過去の市報に再び目を通し

てみると、関わってくださった方々と

の思い出がよみがえります。取材時、市

民の皆さんにインタビューや写真撮影

に快く応じていただいたこと、市の担

当者が業務の合間をぬって力を貸して

くれたこと。振り返って、ただただ感謝

です。来年も「市報くにさき」をよろし

くお願いします。（矢野）

編 集 後 記

　11月17日（水）、富来小学校での「学びの教室」。3年

生の教室で、児童が算数の問題に挑んでいます。スラス

ラと解いていた河野友音さんに「学びの教室」に参加し

ている理由を聞くと、「勉強がもっとできるようになり

たいと思ったからです。『学びの教室』に行くようになっ

て、算数と国語が好きになりました」と答えてくれまし

た。河野さんを指導をしていた藤本加代子さん（国東町

富来浦）は「教員を退職して20 年近くが経ちますが、子

どもが好きなので、これからもアドバイザーとして生涯

先生でありたいです」と話していました。

～「地域総ぐるみ」で学力を伸ばす～

ともね

 24日 武蔵町成吉 清　末　政　輝 （82）

 29日 国見町大熊毛 藤　𠩤　百合子 （96）

 2日 国見町野田 郷　司　　　和 （84）

  国東町原 金　丸　三　子  （91）

 4日 国東町浜 安　武　カスミ （94）

  国東町鶴川 清　末　　　實 （80）

 9日 武蔵町吉広 加　藤　賴　光 （84）

 11日 国見町中 國　葊　ハルミ （95）

 12日 国見町大熊毛 藤　原　恒　生 （89）

 13日 国東町成仏 岡　部　有　近 （96）

 14日 国東町小原 髙　宮　正　明 （83）

 17日 国東町鶴川 末　葊　國　香 （100）

 18日 国東町岩屋 松　木　カツヨ （86）

 19日 国見町櫛来 宮　園　義　光 （94）

  国東町浜崎 宮　園　伸　子  （95）

  国東町田深 秋　吉　アヤ子  （97）

 20日 国東町大恩寺 吉　本　光　子  （93）

  国東町安国寺 金　澤　雄次郎 （83）

  国東町鶴川 手　縄　モゝヨ （99）

  安岐町下山口 小　玉　良　雄 （71）

 21日 国見町大熊毛 鶴　本　ヨシ子  （88）

  国東町下成仏 髙　根　美　雄 （86）

 22日 武蔵町糸原 堂　守　愛　子  （81）

 6日 安岐町成久 矢　野　唯
ゆ い な

乃 （薫・美邑）

 7日 武蔵町内田 髙　橋　良
よ し と

采 （拓・佳代）

 12日 安岐町吉松 中　野　　　晴
はれ

 （祥樹・真里奈）

 14日 安岐町中園 本　多　真
し ん じ

士 （克圭・文佳）

  安岐町馬場 永　松　莉
り

　子 
こ

 （保洋・真由子 ）

 21日 国東町綱井 山　本　光
ひ か り

莉 （悠平・恵理子 ）

 24日 国東町小原 瀧　口　彩
あ

　瑚
こ

 （祐哉・陽子 ）

 28日 武蔵町糸原 光　武　　　柊
しゅう

  （慎司・美穂）

  安岐町向陽台 岐　部　碧
あ お い

唯 （裕二・由里子 ）

  安岐町下原 山　内　う　た （聡・和佳）

 29日 安岐町馬場 矢　野　心
こ の は

葉 （智之・利恵）

 1日 武蔵町糸原 飯　田　笑
え

　菜
な

 （隼樹・由衣）

 2日 武蔵町志和利 吉　武　修
し ゅ う へ い

平 （晃司・恵）

  武蔵町麻田 岩　武　咲
さ く ら

空 （浩平・那奈）

※掲載希望の申し出のあった方を掲載しています。

10 月

11 月

10 月

　 お悔やみ申し上げます（敬称略）　10月16日～11月15日までの届出分

11 月

　 お誕生おめでとう（敬称略）　（　）内は保護者の名前／10 月16 日～11月15 日までの届出分国東を

元気にする人人人

私の達者な秘訣

10月に開催された県予選で上位入賞し

11月に長崎県で開催される

九州小学生ソフトテニス選手権大会に出場が決定

松木さん（国東小学校６年生）

　中津市のチームの選手と組んで、県大会のダブルスで

7位になりました。1年生からソフトテニスをしています。

練習で新しい技を覚えて、試合で決まったときが楽しい

です。九州大会も頑張ります。

難波コーチ

　彼女はショートクロス（ネット際に落とす打ち方）の

レシーブが得意。努力を積み重ね、国東サンウェーブで

初めて九州大会に出場する子になってくれました。

中嶋さん（安岐小学校５年生）

　佐伯市のチームの選手と組んで、県大会のダブルスで

4位になりました。私も1年生のときから九州大会への

出場を目標に頑張ってきたので、うれしいです。厳しい

練習をしてきて、良かったなと思います。

難波コーチ

　彼女は3年生で全国大会に出場し、今年の全国大会

（コロナ禍で中止）の出場権利もありました。とても

技術の高い子です。2人の姉も強い選手でした。

両チームのコーチを務める難波

達文さん（安岐町下原）。21年前に

安岐BOMBEEを設立、6年前に

国東サンウェーブを設立し、県内

屈指の強豪チームに育て上げま

した。

松木 渚紗 さん（左）

国東サンウェーブソフトテニスクラブ
なぎ  さ

じゅ のん

中嶋 珠暖 さん（右）

安岐BOMBEEソフトテニスクラブ

武蔵町麻田

看護師として７７歳まで働き

ました。私は「趣味（俳句、

手芸、グラウンドゴルフなど）

を楽しむこと」を心掛けてい

ます。投稿した俳句が俳句

雑誌に掲載されることが、

何よりの喜びです。

明石  諧
かい

（4か月）

母 美佳 さん

佳子 ちゃん（1歳10か月）

知佳 ちゃん（5歳）

元気で優しい男の子に育ってね（母）

くん

諧くんはお姉ちゃんたちが大好き

武蔵町古市

宮崎 ヤス子 さん（87歳）
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