
長与町のパワーあふれる活動をご紹介！！
地 域
町民参加の

1214 金水 23

11 1火 水30

火火
1122 漬物作り体験教室

 期間中には、交通安全パレードが実施され、パトカーや公用
車などの車両が、交通安全を呼び掛けながら町内を巡回し
ました。
　歩行者も運転者も交通ルールを守り、交通事故を防ぎま
しょう。

　町社会教育推進指導員会主催で、「まんてん」に漬物を出品
されている崎山光子さんを講師としてお招きし開催しました。
25人が参加し、大根のゆず漬け、玉ねぎの甘酢漬け、きゅうり
のビール漬け、白菜漬けの４種類の漬物作りを体験しました。
　参加者からは、「自宅で季節の野菜を用いて挑戦してみま
す」「火を通して漬物を作ることに驚きました」「定期的に開
催してほしい」などの感想をいただきました。
　講師が作り出す楽しい雰囲気の中、とても充実した講座と
なりました。

　町内４か所のお店の自慢の一品をお弁当箱に詰めて
もらいながら、完成を楽しみに歩きました♪
　参加協力店舗：お肉のカーニバル（肉だんご）、ふくろ
う庵（チキン南蛮）、麺也オールウェイズ長与店（煮卵）、
ファンタスマーケット（キャロットラペとブロッコリー）

【おべんとうコース】

ウォーキングイベント
「まちのさんぽみち」

「あぶないよ　青でもきちんと　みぎひだり」

～

～

年末の
交通安全県民運動

　11月の1か月間、マップやLINEを活用して、長与の各スポットを巡りながら、
新しいまちの魅力を発見しつつ、健康なからだを目指してもらおうと、ウォーキン
グイベントを開催しました。昨年大好評だった「おべんとうウォーキング」も、今回
受入人数を拡大して再登場。813名の方が参加され、マップのイラストを探しな
がら、それぞれのコースを楽しんでいただきました。

　その日の気分や体力に応じ
て、好きなスタート地点からポ
イントを探しながら、さんぽみ
ちをめぐるコース。歩いたこと
がない場所や道に出会えたで
しょうか。

【さんぽみちコース】

【温泉ウォーキングコース】
　長与シーサイドストリートを
基本とした大村湾絶景コース。
ウォーキング後は長崎温泉喜
道庵で、大村湾を眺めながら、
ゆっくりリラックスできる長与
満喫コースとなりました。

土
1119

　AKO果樹園（小濵綾子代表）が岡郷の塩床地区にある
農園で実施し、町内外から４家族13人が参加しました。
　園内では長与みかん音頭などの音楽が流れ、みかんの
成長過程を写真パネルで展示したり、工夫を凝らして体験
を行っていました。収穫後は、ジューサーで果汁100％のみ
かんジュースを提供し、参加者は大喜びでおかわりしてい
ました。

土
1126 早生みかん狩り

（長与の自然を楽しむ会）

　長与の自然を楽しむ会（柿本香代代表）が本川内郷の木場
地区にある農園で実施し、町内外から6家族18人が参加しま
した。
　子どもたちは、最初は慎重にみかんを収穫していました
が、途中から慣れた手つきでたくさん収穫していました。園内
は食べ放題で、採りたての新鮮なみかんを初めて口にした参
加者は「おいしいね」「甘いね」と喜んでいました。

土
1029

　長与・時津シルバー人材センター（藤原幸司理事長）が三
根郷の長与町民文化ホール横にある農園で実施し、長崎市
の山王保育園から園児22人が参加しました。同センター会
員が園児の補助をしながら一緒にみかんの収穫を行い、収
穫後にシルバー野菜農園で収穫したさつまいもを披露する
と歓声が上がりました。最大78才の年齢差を超えて、人と人
がふれあい感動の１時間となりました。

詳しくはこちら▶

極早生みかん狩り
（長与・時津シルバー人材センター）

早生みかん狩り 
（AKO果樹園）

琴ノ尾岳

喜道庵

長与駅長与駅

長与町
本川内駅本川内駅

高田駅高田駅

　ながよグリーン・ツーリズムの一環として、
町内各地でみかん狩りを実施しました。
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