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静かな会場で熱い勝負が繰り広げられました

たくさんの愛好者が集いました

消防団が模擬火災訓練
　須恵町消防団（長澤慎二団長）による模擬火災
訓練が、11 月 14 日（日）に須恵区で行われました。
　これは、空気が乾燥し小さな火でも大きく燃え
広がるこの季節に、有事の際に備え、水利の確保
や防御、各分団間の連携強化などを目的に行われ
たものです。
　この日の訓練は、同区内の巡り原広場付近を火
点と想定して、須恵川の自然水利より取水し、放
水する訓練が行われました。９時 30 分のサイレ
ンを合図に、各分団から車輌８台と団員約 130 人
が現場に到着し、機敏な動作で消火訓練を行いま
した。

　第 14 回須恵町秋季囲碁大会（須恵町囲碁同好
会主催）が、９月 26 日（日）にアザレアホール
須恵で行われました。
　この大会に、町内の多くの囲碁愛好者が参加し
ました。会場となった同ホール和室には、静けさ
の中で碁を打つ音だけが響いて、白熱した戦いが
繰り広げられました。
　大会結果は次のとおりです（各部上位３位まで、
○は順位、敬称略）。
●高段有段者の部①本原敏之②園木　剛③西岡太郎
●有段級位者の部①田原久雄②森内廣三③平野鎮雄

真剣勝負のかるた大会
　第 29 回かるた大会（子ども会育成会連絡協議
会主催）が、10 月 31 日（日）にあおば会館で行
われました。
　ゴザが敷かれた会場では、きちんと正座した子
どもたちが身を乗り出しながら、上の句を読み上
げる吟者の声の後に、次々と札をたたく音が響き
わたっていました。
　大会結果は次のとおりです（各コート２位まで、
○は順位）。
●小学生の部
・Ａコート　①城　山Ａ　②川子１Ａ
・Ｂコート　①乙植木Ａ　②須　恵Ａ
・Ｃコート　①旅　石Ａ　②城　山Ｂ

囲碁愛好者が大集合

機敏な動きで訓練する消防団

　第 27 回全九州小学生バドミントン選手権大会
が、10 月 30 日（土）、31 日（日）に大分県別府市
総合体育館で行われました。
　須恵 Jr. バドミントンクラブ（梅津正博コーチ）
所属の井上未鈴さん・山本一葉さんペアが、５年
生以下女子ダブルスの部で準優勝しました。
　この結果により 12 月 24 日（金）～ 28 日（火）に
愛媛県松山市で行われる、第 19 回全国小学生バ
ドミントン選手権大会に出場が決定しました。 目指せ！全国制覇 !!

　第８回若杉の森クロスカントリー大会（須恵町
体育協会主催）が、11 月３日（水・祝）に須恵
町運動公園若杉の森で行われました。
　昨年は、新型インフルエンザのために中止と
なっていましたが、今年は、好天に恵まれ紅葉し
始めた若杉の森の中を、気持ち良さそうに一生懸
命走りました。
　大会結果は次のとおりです（敬称略・○は順位・
上位３位まで）。
●中学生　○男子１年生①村山侃生②江口弘貴③
岡本滉平○男子２年生①三田太朗②安田光希③
石川航大○女子１年生①西　彩花②丸岡可奈子

急な坂も何のその ! !

全九州小学生バドミントン
選手権で準優勝 !!

若杉の森
クロスカントリー大会

優勝した役場チーム

役場チームが２年ぶりに
消火栓の部で優勝

　第 20 回屋内消火栓・消火器操法大会（粕屋南
部地域防災協会・粕屋南部消防本部主催）が、10
月 22 日（金）に粕屋中部消防署で行われました。
　この大会に、本町男性職員が消火栓の部に役場
チームで出場して、見事優勝に輝きました。
　この大会は、同防災協会を構成する、須恵・宇
美・志免・粕屋・篠栗の各町の事業所の、自主防
災の確立を目的に行われているものです。今回は、
消火栓の部に 18 チーム、消火器の部に 19 チーム
が参加しました。

●中学生の部　　　①城　山　②甲植木
●ベストマナー賞　佐　谷

③的野春菜○女子２年生①神浦真帆②世利笑菜
③武石采夏
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