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 新春 それぞれの想い
　
合併から１年以上がたち、２回目の新春を迎えます。八代市の飛躍は、市民みんなの願い。その原動力は市民１人ひと

りの活躍であり、その小さな積み重ねが市全体の飛躍へとつながります。
　新年最初の特集では、年男・年女・新成人に登場してもらい、それぞれの目標や抱負、夢、などをを語ってもらいました。

和らぐと笑顔で楽しい会話もできるの
で元気になります」と笑みがこぼれま
す。また、活動を支える家族への感謝
も忘れてはいません。
　「今年はもっと活動の輪を広げて、
たくさんの笑顔が見られるようにがん
ばりたい。」と抱負を語る八岡さんの
眼は輝い
ていまし
た。

人の喜びが
自分の喜びです
八岡　美春さん
（東陽町河俣）
主婦

   
　「何かで地域の役に立ちたいという
気持ちがありました」と語る八岡さん。
　昨年の４月から、特技のマッサージ
でお年寄りの痛みを和らげています。
　八岡さんのマッサージは大好評で、
八岡さんが来る日を楽しみ待っている
お年寄りも多い。「マッサージの後の
嬉しそうな顔を見るのが好き。痛みが

今年は何か新たに習い事に挑戦した
い」と語る高浪さんは、今年の願い
を「心豊かな年にしたい。世間は、い
ろんな悲しいニュースが多いので、昔
のようなみんなが思いやりのある心豊
かな年になってほしい」と語ってくれ
ました。
　

思いやり溢れる
心豊かな年に
なってほしい
高浪　重子さん
（坂本町荒瀬）
シルバー人材センター会員
　普段は家庭菜園などを楽しんでいる
という高浪さん。しかし、シルバー人
材センターからの依頼などがあれば草
払いや庭木の剪定など何でもこなす忙
しい毎日を過ごしています。
　「なかなか時間が見つからないが、

一人前の美容師に
なりたい
宮岡　祐己さん
（千丁町新牟田）
専門学生

　２月、３月に美容師の国家試験を控
える宮岡さんは、熊本市にある美容師
専門学校に毎日電車で通っています。
　今年成人式を迎え、３月には卒業予
定の宮岡さんは「まず、国家試験に合
格して、地元に就職することが目標で
す。そして自分の車を持ちたい」との
こと。もちろん、その目標に向かって
の勉強や練習には余念がありません。
　なぜ地元に就職を希望するのか？と
の問いには「高校時代から熊本市に通っ
ているので、地元に就職したいです」。
　進学や就職を期に市外に出る若者が
多い中、宮岡さんの言葉は心強く感じ
られました。

太陽が昇らない日はない！
立山　真衣さん（郡築１番町）
全日本柔道強化選手・大学生
　「一歩一歩、目の前の課題をクリアして、チャンスをつかみたい」と
語るのは、第２３回福岡国際女子柔道選手権大会２階級制覇、２００６
アジア大会女子柔道・無差別級で銅メダルの立山選手です。２月にヨー
ロッパ遠征、４月に体重別全日本選手権などが予定されており、世界選
手権と来年のオリンピックを目指しています。
　５歳の時にお兄さんの影響で柔道を始めて以来、猛稽古を重ねてきた
立山選手。「負けを知ることで強くなれる。壁を乗り越えないと先には
進めない」ということを柔道から学んだそうです。好きな言葉は「太陽
が昇らない日はない」。苦しくても辛抱して努力すれば、きっと太陽が
照らしてくれるという信念は、新成人となる今年も変わりません。

新成人

新成人
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　環境を守りたい。
　まだまだ現役で頑張る！
　前田　正力さん
　（東陽町北）　　
　自営業

          　
　現在の仕事を始めて３１年になる前田さん。家庭ご
みの減量化や不法投棄などの環境問題に積極的に取り
組んでいます。
　「東陽町にも不法投棄があります。緑豊な姿を後世
に残せるように、１人ひとりの知恵と努力が必要」と
話す前田さんは、家庭ごみと資源物の収集運搬作業と
いう仕事柄、町内を隅々まで回っているため、その言
葉には重みがあります。家庭ごみの減量化についても

「まずは決められたルールを守って分別をきちんとす
ることが一番の条件。マイバッグでの買い物も効果が
期待できますよ」と話す。東陽町の分別状況も徐々に
良くなってきているとのこと。

　今年の抱負は、「家
族 み ん な が 健 康 で 幸
せに暮らすことです。」
と 語 る 前 田 さ ん か ら
は、家族と環境を大切
にするやさしさが感じ
とられました。

　毎日をフルパワーで
　アタックします！
　三村　司さん
　（坂本町中谷）
　会社員
　

　バレーボール歴２３年の三村さんは、坂本町の社会
人バレーボールチーム「藤球会」で週に２日は猛練習
をしています。
　「２人の子どもの手本となれるよう、毎日をフルパ
ワーで猛突進し
ま す。」 と 今 年
の抱負を話して
く れ た 三 村 さ
ん。
　 も ち ろ ん バ
レーボールにも
全力アタック！
　昨年、第５回
全国社会人９人
制男子優勝大会で３位という好成績を残しましたが、
その成績に満足することなく、今年は全国制覇を目指
して頑張りたいと意気込みを語ってくれました。

　子ども達のために
　日々勉強したい

　 　太江田　晶子さん
　 　（鏡町貝洲）
　 　保育士
　
　小さい頃からなりたかったという保育士になって２
年目の太江田さんは元気いっぱい。「子供が大好きな
のでこの仕事を選びました。子供たちに歌（アンパン
マンやドラえもん）を聞かせると “ ノリノリ ” で一緒
に踊ってくれ、元気をいっぱいもらいながら毎日楽し
く仕事をしています」と語ります。
　学生時代からやっているバレーボールは、週に２回

「ピンクピッグ」というチームで練習し、体力づくり
も欠かしません。また、家では愛犬「つくし」を可愛
がり、散歩したりして過ごしています。
　「子供達が毎日楽しく保育園で過ごせるように日々
勉強をしていきたい」
と抱負を語る太江田さ
んは「子どもに愛情を
一杯そそいでほしい」
という母からのエール
を胸に、今日も保育士
として元気いっぱいに
頑張っています。

　苦手な体育を
　頑張りたい！

　 　坂井　佑さん
　 　（泉町下岳）
　 　小学５年生
　
　毎日、元気に学校に通い「授業では国語が大好き。
特に力を入れて頑張っています」と語ってくれた坂井
さん。趣味は読書というのも納得。いろいろな物語を
読んでいるそうです。
　学校では友達といろいろな話をしたり、やはり読書
をするのが楽しみとのことです。また、休日はピアノ
の練習にも頑張っています。
　「苦手なのは体育です」と語る坂井さんの今年の抱

負は「体育の成績が
上がるようにがん
ばりたい」。これか
ら先、苦手を克服し
ながら、今までの得
意分野をさらに伸
ばすことで、坂井さ
んの可能性は無限
大に広がっていく
ことでしょう。
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　毎日楽しく
　３人の子育てに奮闘中！
　橘　亜希子さん
　（千丁町太牟田）
　主婦
　

　「毎日、３人の子育てに楽しく追われています」と
語る橘さん。３人のお子さんがケンカをしたり、笑い
あり、涙ありの毎日で大忙しのお母さんです。
　休日は家族で買い物したり、天気の良い日は公園へ
散歩。子ども達と一緒に、花を庭に植えるのも楽しみ
の１つだそうです。
　「毎日の子育てで疲れても、苦労とは感じません。
むしろ心地よい疲れ
ですね」と語る橘さ
んの家族は、全員が
人を笑わせたり、楽
しませたりするのが
大好き。「子ども達
には、明るく、周り
の人たちも明るくで
きるような人になってほしい」と願いを込めます。
　今年の抱負は「常に笑顔を絶やさず、子育て、家の
ことを頑張りたい。また、自分の時間をつくる努力も
したいです」と語ってくれました。　

特集　新春 それぞれの想い

　プロのサッカー選手に
　なりたい！
　中西　雄太くん
　（鏡町鏡村）
　小学５年生
　

　現在、部活動でサッカー部に入り週３回の練習と、
週１回のラグビースクールに通う中西くんの将来の
夢は、プロのサッカー選手になること。「友達とサッ
カーをするの
が一番楽しい
で す。 ロ ナ ウ
ジーニョ選手
が大好き」と
話してくれま
した。
　日々練習に
頑張る中西く
んですが「お手伝いでチャーハンを作ったりもしま
す。お母さんの料理には負けるけど、お父さんが作
るチャーハンよりおいしいと弟たちは言ってくれま
す」とのこと。
　「今年は、小学生最後の年なので、サッカーの県
大会で優勝するようにみんなとがんばります。」と
意気込みを語ってくれました。

　すべては子ども達の
　将来のために

　 　沢邑　美幸さん
　 　（永碇町）
　 　福祉施設職員
　
　「この施設に出会い、誇りをもってこの仕事に取り
組めることを感謝しています」と語る沢邑さんは、福
祉施設で保育士をしています。この施設は、様々な境
遇の子ども達を預かり、子ども達にとっては家庭であ
り、先生は母親のような存在。そのため、どこまで踏
み込んでよいのか？などの葛藤もあり、毎日が勉強だ
といいます。しかし、その分、子ども達が何か１つで
も覚えてくれたり、施設を卒業した後に笑顔で会いに
来てくれると嬉しくてしかたがないとのことです。
　「子ども達は生

なま

モノ。指導のタイミングを間違える
ことは、その子どもにとって重大な問題になる」とい
うことを常に心掛けて仕事に取り組む沢邑さんは今年
の願いを「今すぐに結果
を求めたりはしません。
すべてはその子の将来の
ためですから。ここで過
ごす何年かを心に残して
ほしい」と優しい眼差し
で語ってくれました。

　工夫と努力で
　障害を乗り越える

　 　久保　達男さん
　 　（泉町樅木）
　 　無職
　
　以前は家業の林業をがんばっていたという久保さん
は、引退後も家族が林業関係の仕事をする時には手伝
うなど、とても元気で、身の周りの仕事をしながら、
子や孫など８人の家族に囲まれて毎日とてもにぎやか
に暮らしています。
　普段は「身体に障害があるため、日常生活に困らな
いように、倉庫に１日中こもって自分に合った使いや
すい道具を作ったりします」と言う久保さんは、その
障害を乗り越えるための工夫と努力を怠りません。

　今年の夢は「宝
くじを当てて、ハ
イブリッド車や大
型プラズマテレビ
を買うことですね」
と笑顔で語ってく
れました。


