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＜理事会＞
議 題
１． コロナ感染拡大防止のため諸行事の自粛要請
について
ただし、感染拡大の懸念のない下記の行事は、
適宜実施が可能
（１）自治会執行部による、
「町内の防犯防災安全
対策」に関する町内パトロールの実施
（２）
「町内の交通安全啓発活動」の実施
交通安全表示看板等の設置
自動車等の安全走行啓発ビラ等の配布
防犯防災安全運動ののぼり旗等の掲揚
２． 各部の１０月の行事について
・体育部
☆令和３年度町内ゴルフ大会（例年スポーツの
日に実施）は、コロナ感染拡大防止のため中
止する
☆校区のグラウンドゴルフ大会（１１月５日）
への参加の文書配布
☆令和３年度町内班対抗グラウンドゴルフ大
会（１１月２１日（日）
）の準備について
９月２８日の班長連絡会議において、実施計
画を示す
なお、コロナ感染の状況次第では中止する
・自主防災
☆町内パトロールは、１０月１０日（日）及
び２３日（土）の２回実施する。各班の自
主防災隊員２名の名簿を早急に把握したい
☆安全走行啓発ビラの配布
１０月中に上記ビラを通学時間帯に車両で
走行するドライバーに配布する

宇宙の成り立ちを追求し、一方量子力学は物質
本質は波動であるなどと追及し、目に余る大成功
（学問上）を収めつつあります。
そこで、またまた古の賢人の言葉を思い出しまし
た。
それは、この宇宙は無限の領域の中で成り立って
いる、それを高々100 年の有限の人間が、研究し
極めようとしてもできるはずがない。
また、かっての賢人ソクラテスも、自分は幾何学
の知識をもって、地球の大きさや月との距離などな
ど計算できるが、これらの知識は人類を幸福にする
には何の役にも立たないし、価値もない・・・とい
うものです。
一部の学者や専門家や富裕実業家の自己満足の
ために費やされる想像もつかない資金を、いま目の
前にいるコロナウイルス蔓延で苦しんでいる人た
ちや、中東の難民や東南アジアの餓死寸前の子供た
ちを助けるために使えないものでしょうか・・・。
いつも思うのですが、人間って我が家の犬や猫より
賢く偉いのでしょうかね？
皆さんいかがですか？

遠慮なくなんでも自治会に相談して下さい
自治会長 電話番号
携帯番号

096-345-4331
090-4345-6227

おたんじょう
おめでとうございます

5 班 班長
内藤 大輔
本年度 5 班の班長になりました内藤です。
5 年前の地震や豪雨被害を身近に体験し、災害被害の
心配も少なく子育てしやすい環境や、後々高齢になっ
た時も不便なく生活しやすい場所を望んでおりまし
たので、２年前にこちらに引っ越してきました。
鶴羽田は希望通り生活しやすく、現在家族４人、犬
1 匹で楽しく過ごしています。
今回、班長を引き受けて、近所の方と交流する機会
となり、住み慣れる為にも良い経験になったと感じて
います。
現在コロナ禍となり、苦しい行動制限を体験して、
自由に外出できることの喜び、楽しみや、学校に行け
なくなってみて、学校がどういう場所だったのかなど
親子で再認識する事が出来ました。
学校も始まり対策も解除されていく中でも、感染対
策への意識を緩めることなく、with コロナ生活での
視野を、出来ない事より、出来る事に重点を置く様、
前向きに捕えて乗り越えていきたいです。
そして、皆様のご協力を頂きながら班長を務めさせ
て頂きますので今後ともよろしくお願いいたします。

おげんきですか
鶴団地民生児童委員だより No.１３
日中は 30℃を超え、まだまだ残暑厳しい日々です
が、皆様お元気でいらっしゃいますか？道端には彼岸
花が咲き並び秋本番となり、朝は涼しくなり日に日に
夕暮れが早くなってきています。
9 月 20 日は敬老の日でしたが長いこと 15 日で
慣れきっていたので、ちょっとピンとこないですね。
県内の 100 歳以上の方は
1,898 人(男性 230 人
女性 1,668 人)とのこと
です。まさに人生 100 年
時代です。100 歳の方々
から見ると 70 歳・80 歳
は、ま～だまだ若者でし
ょうね。気候もよくなりま
す体を動かし食事をしっかり摂り元気に過ごしたい
ですね。
300 人を超すコロナ感染も 20 人程に減り、ワク
チン接種も進みました。まだまだ感染対策は必要です
が、十分対策をとりながら、少しずつ体を動かせない
かとサロンでのグランドゴルフを計画してみました。
ご参加をお待ちしています。初めての方も大歓迎です。

グラウンドゴルフ
＜自治会からのお知らせ(お願い)について＞
☆資源物回収へご協力を !!

鶴団地自治会では、令和 3 年 4 月以降にお誕生の
赤ちゃんへ お祝いをすることになりました。
お知らせください。
連絡先：民生児童委員 松本（ 096-343-4179 ）

日時：１０月５日（火）１０：３０～１１：４０
（雨天中止）

場所：鶴羽田公園
※屋外ですが、検温・消毒・マスク着用等
コロナ感染対策を確りして 楽しみまし
ょう。

今月の予定
９月の回収益 １２ ，８０１ 円
自治会 累 計 ６７０，１６１
円
（ 助成金２７８，２５０円を含む）
自治会の回収日は、毎月の第２日曜日を予定しています。

＜自治会長の独り言＞
先日アメリカの実業家を含む素人の 4 人が、自
費で宇宙旅行に成功したとの報道を見ながら、孤高
のエッセイスト山本夏彦の一文を思い出しました。
それは、「何用あって月世界へ？月は眺めるも
のである」というものです。
近年の宇宙物理学の進展は、宇宙の果てを目指し、

４ 日（月）自治会あいさつ運動
５ 日（火）いきいきサロン
１０日（日）公園愛護活動 午前８時から
資 源 物 回 収 午前９時から
町内パトロール午後１時から

１１日（月）１８日（月）
自治会あいさつ運動
２３日（土）町内パトロール
２６日（火）瓦版編集会議 午後７時から
２７日（水）瓦版印刷 午前９時から
２８日（木）班長連絡会議 午後７時３０分から
※「いきいき百歳体操」は、コロナの感染状況をみて再
開します。

思い出の山⑤～くじゅう星生（ほっしょう）
山（1702ｍ）
8 班 西山保宏
まず「九重」と「久住」と漢字で表記する場合と「く
じゅう」とひらがなで表記する場合の使い分けについ
て以下に述べたいと思います。
久住は大分県直入（なおいり）郡久住町という町名で
した。しかし２００５年の広域合併により自治体の町
名としては無くなりました。竹田市久住町として行政
区にはあります。九重（ここのえ）町は大分県玖珠（く

す）郡九重町として、現在まで自治体としてあります。
また「阿蘇くじゅう国立公園」などのように、ひらが
なで「くじゅう」と表記する場合がありますがこれは
九重町と旧久住町との協議を経て山域の総体を表す
場合に用いることになっています。
（しかしながら今
でも一部混乱があるのも事実です。
）
くじゅうには九州本土最高峰の中岳（1791ｍ）を始
め 1700ｍ級の山々が連なります。その中で、三保
山（1743ｍ）や大船山（1786ｍ）は、紅葉の名所
として知られています。まるで、昔のカラーテレビの
広告に出て来るように鮮やかできれいな色の紅葉が
見られます。
しかしこの２座は昨年の集中豪雨による水害の爪痕
も残り、登るのが大変です。そこで、私のお勧めは星
生山です。
（写真）ここは牧ノ戸登山口（標高 1320
ｍ）から割と近くに位置し
ており、２時間程度で山頂
まで登ることができます。
登山口から沓掛（くつか
け）やまを経由して扇ヶ鼻
（おおぎがはな）との分岐
を過ぎて次の分岐を左に登るのがおすすめです。最初
は急坂を喘ぎながら登ることになりますが、そこを通
過すれば天気の良い日は、下に池塘を見ながらの稜線
歩きになります。１０月中旬からは目を見張る紅葉が
すぐ近くに見れます。
（写真）
山頂で昼食を食べ、ま
っすぐ進み、やがて岩
稜地帯の所に達しま
す。ここは自信のある
方以外は、う回路を取
ることをお勧めしま
す。なだらかな稜線を
少しづつ下り、久住別れの所に降りてきます。
此処には昨年改修されたトイレと避難小屋がありま
す。寒くなると凍結するために携帯トイレの持参が必
要です。くじゅうは阿蘇よりもさらに標高が高くなる
ために寒さが一段と厳しいです。夏でも雨に濡れれば
寒い時があります。
（私は熊本が気温３４度の時、寒
くて歯が震えたことを経験しました。
）
標高が高いくじゅうの冬山はきれいな霧氷（樹木に水
蒸気が凍って付着したもの）が見られます。
（写真）
しかしながらいった
ん山の天気が崩れて
暴風になると、ほんと
うに死に至る危険が
伴います。冬山はベテ
ランの方と一緒に登
ってください。
普段から体力作りを
心掛けて、あなたも山に登ってみませんか？

④菊池氏２３代政隆が家臣らによって廃された永正２
年（1,505）の「肥
後国諸侍連署起請文」
に鹿子木房員の名前
があります。これがの
ちの鹿子木親員とい
う説があります。室町
期、鹿子木氏は菊池氏
の勢力下の家臣団と
して行動していたよ
うです。
「寂心」は天文５年
（1536）法躰（出家）
後の名前です。
隈本城の築城は！！
伝承では鹿子木親員は明応５年（1,496）
、隈本城を
築城し、本拠地を楠原城から隈本城に移したといいます。
隈本城については次回に取り上げます。
大友氏の肥後への介入
肥後国守護であった菊池氏宗家が菊池能運の死
去によって断絶し、その後一族の政隆、武包、阿
蘇惟長（菊池武経）と、次々に後継者が失脚しまし
た。このため、豊後国（今の大分県）守護大友義長
は肥後に介入し、次男の大友重治を菊池氏２５代菊
池義武を名乗らせました。
この時、大友氏は肥後支配の代行者に、菊池氏の
老臣層を選ばず、鹿子木親員（寂心）を選んでいま
す。また、親員も拡大した自分の支配領域の確保の
ためにも大友氏に協力してその保障を得ることの有利
さを見通してのことと思われます。菊池義武（重治）
は隈府（現菊池市）には入らず、親員の隈本城に迎え
られ、隈本を本拠とします。写真は隈本城跡地にたつ
熊本県立第一高校です。
・再び、政治の中心隈本に！！
肥後国中央の隈本は、古代以来国府（国の役所）が置
かれ、肥後国支配の中心でした。時代がくだり、室町時
代は菊池氏の城下町隈府
が肥後国の政治の中心で
した。しかし菊池氏の滅
亡、大友氏の肥後介入で、
再び隈本が脚光を浴びる
こととなったのです。
この地の領主鹿子木親
員は田嶋重賢と共に、菊
池義武を支えていきます。
（以下つづく）
【情報掲示板】
２０２１年１０月１日より自転車保険加入義務
化！！自転車保険とは自転車利用中の事故で他人の
生命又は身体に生じた損害を賠償する保険。自転車を
利用する皆さん、責任運転です。

＜ゴルフ＞

井芹川・坪井川流域の歴史と地名（1２）
くまもと じょうしゅ

か の こ ぎ じゃくしん

肥後の戦国時代 隈本 城 主 ・鹿子木 寂 心―①
藤本博（熊本地名研）
写真の人物は誰でしょう
左の写真を見てくださ
い。皆さんも一度は耳にし
た人物かと思います。描か
れている人物は、旧北部町
にゆかりのある「鹿子木親
員（ちかかず・寂心）」で
す。
今号から、しばらく話題
にしたいと思います。
「寂心さんの樟（くす）」―熊本市北区北迫町
「寂心さんの樟」は樹齢８
００年以上で県指定天然記
念物になっています。幹の間
には鹿子木寂心のお墓があ
るといわれています。昔から
北迫地区の守り神として大
切に祀られています。
鹿子木氏の起こり
①鹿子木氏の祖は➡鎌倉時代、肥後国鹿子木西荘（上村）
に、幕府の御家人である中原貞教という人物が地頭とし
て入ってきました。そして、鹿子木氏を名乗りました。
②それから約３００年の間、鹿子木氏は荘園内に城（楠
原城）や鹿子木の館を築いて治めました。
③そして、次第に旧北部町一帯の鹿子木西・東荘から、
飽田・託摩２郡に勢力を拡大していきました。

第９４回シニアコンペは、９月２２日菊池高原で実施
しました。午前６時頃までは雷雨交じりの強い雨があり
ましたが、９時のスタート前には天候も回復して時々吹
く風は爽やかで、コンペを楽しむことが出来ました。
成績は下表の通りです。
順位 氏
名（班） アウト ニュ
ネット
１
北崎 亀友（外） 46
50
79.0
２
山内 将弘（４） 61
53
79.0
３
甲斐 隆哉（６） 54
47
82.0
４
宮本 啓一（７） 51
43
82.0
５
林 懿信（１０）
43
52
87.0
なお、第１２１回鶴友会コンペを次のとおり計画して
います。秋晴れの菊池高原で一緒に楽しみませんか。
日 時：１０月９日（土）スタート：08：33
場 所：菊池高原ＧＣ
プレー費：８，７００円（食事代含む）
会
費：１，０００円
その他
参加希望の申込は、９月２８日までに
林（３４５－８６５７）へお願いします。

廃品回収でのお願い
毎月福ネコの会の廃品回収にご協力いただきあ
りがとうございます。福ネコの会への厚い思いが込め
られた資源物を毎回感謝しながら回収しております。
10 月は第 3 土曜日の 16 日ですが皆さまのお宅の
回収をする人手が 1~2 名しかありません。
会にとっては大事な活動資金のための廃品回収で

す。申し訳ありません
がご協力くださる方は
太田自宅まで資源物を
持ち込んでいただけな
いでしょうか。場所は
【あがんなっせ】の北
側・【髪工房さかもと】
さんの向かいの家です。
11 月は実施できると思います。ご協力よろしくお願
いいたします。
福ネコの会代表 太田雅子 090-8910-6850

糖尿病を予防しましょう
糖尿病とは
糖尿病とは、血液中のブドウ糖の濃度が、適正な範囲を
超えて慢性的に上昇している状態のことを指します。食
事をすると、体内に取り込まれた糖質はブドウ糖へと分
解され、血液中から全身に送られます。そして、すい臓
から分泌されるインスリンの働きにより、細胞内に取り
込まれ、私たちの活動エネルギーとなります。カロリー
を摂り過ぎたり、インスリンの分泌量が少なかったり働
きが悪いと、ブドウ糖は血液中に溢れ出してしまいます。
長期間この状態が続くと、目、腎臓、末梢神経など身体
のあらゆる部分で合併症を引き起こす危険性が非常に
高くなります。
糖尿病の主な原因と合併症
糖尿病は、親や兄弟・姉妹に糖尿病の人がいる場合の遺
伝的要因と、肥満、運動不足、加齢などの環境的要因の
2 つが主な要因として考えられています。
初めのうちは自覚症状がないため、合併症の特性は、理
解しておくべき大切なポイントとなります。日ごろから
血糖値をコントロールして悪化させないことが大切です。
糖尿病性網膜症
血糖値のコントロールが悪く
なり、目の中の血管が傷つい
て、視力が落ちたり、失明する
危険性があります。
糖尿病性腎症
高血糖のために腎臓の血管が
傷つき、腎臓の働きが悪くなっ
て、悪化すると人工透析が必要
になります。
糖尿病性神経障害 高血糖が続くと神経の働きが
障害されて、足のしびれや冷え
などの末梢神経障害、立ちくら
みや排尿障害、便秘などの自律
神経障害、足の感覚低下や足潰
瘍、足壊疽などを引き起こす可
能性があります。
予防と治療方法
日常生活に適度な運動を取り入れ、健康の増進に努めま
しょう。また、食生活の改善など、日々のライフスタイ
ルを見直していくことが糖尿病予防の第一歩に繋がり
ます。定期的に検診を受けるなどして早期発見、早期治
療を心がけましょう。
①食事療法
糖尿病治療の基本です。適正な摂取カロリーを知り、体
に取り入れる食物の量を生活活動量に見合った量に減
らして、朝・昼・夜の食事をバランスよく摂取しましょう。

②運動療法
適正体重を維持し、インスリン効果を上げるため、適度
な運動を心がけ、少なくとも 1 日 20 分以上は歩くよう
にしましょう。
③薬物療法
血糖値のコントロールがうまくいかない場合に、薬物や
注射での治療が必要になってきます。
※主治医とともに自分に合った方法で治療をしていき
ましょう。（千葉県医師会ホームページより）

編集後記
コロナの感染状況は幸いにして大きく減少の傾向
にあります。
コロナ禍と夏の暑さによる心身の疲れを癒ために、
屋外での運動や車の利用も多くなると思われますが、
基本的な感染対策は、確り守りましょう。
最近、町内を走る車の運転マナー（速度の出し過
ぎ）が悪くなったとの声が多々あります。対策とし
て、一面に掲載しました交通安全のビラの配布や交
通安全の看板を設置して安全運転を呼び掛けます。
町内の皆様，交通安全にも心がけましょう!!

