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運 動 期 間
令和2年12月21日～
令和3年１月3日
年末年始は慌ただしい時期で
すので、道路では「思いやりあ
ふれる安全な行動」を心がけ、
交通事故ゼロで笑顔の新年を迎
えましょう！
―運動の重点―
1.飲酒運転等の危険運転の防止
2.夕暮れ時と夜間の交通事故防止
3.歩行者の安全と自転車の
安全利用の確保
4.高齢者の交通事故防止
「酔っていない」その判断が 酔っている
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本渡南小学校の子どもたちの作品展示会のご案内
今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、天
草教育研究所主催の天草郡市小中学生の文化展が中
止になりました。しかし、子どもたちは例年のよう
に毛硬筆や描画の作品づくりに取り組みました。子
どもたちの作品をみなさんにもご覧頂きたいと、作
品の展示を行います。南っ子の作品で、南地区を元
気にできたら幸いです。地区の皆様、是非銀天街ま
で作品をご覧にお出かけください。
コロナの時期ですので、マスク着用、密を避けて
ご覧ください。入り口での手指消毒もお願いします。

Go To ギャラリー四季！

場 所：ギャラリー四季（銀天街）
期 間：１月５日（火）～１７日（日）
時 間：平日１２時から１８時まで
土・日・祝日１０時から１８時まで
（１月１２日（火）は休みです）
展示作品：本渡南小学校児童作品
硬筆（１・２年）
習字（３～６年）
描画（１～６年）
※校内審査で入選した作品です。

男性の料理教室を開催
今年度３回目となる「男性の料理教室」を12月
11日(金)に開催しました。今回は９名の方に参加
して頂きました。最初に本渡南食生活改善委員の
有馬さんより今回のレシピの説明を受け、料理作
りが始まりました。皆さんが協力して調理され11
時半には盛り付けも終わり、参加者一同でおいし
く頂きました。
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ふるさと応援寄付金を頂きました。
◇神奈川県
浜田 純伸 様
◇東京都
吉野 守彦 様
本渡南地区のまちづくりの為に有効に活用させて
◇東京都
福田 高士 様
頂きます。誠にありがとうこざいました。
◇熊本県
池田 稔
様
令和2年11月1日～11月30日まで
◇茨城県
久保 将平 様
◇匿名希望
他６名様
◇熊本県
田中 愼一
◇福岡県
早坂 留奈
◇東京都
木原 隆司
◇匿名希望 他５名様

12/28 (土)

1/3 (木)
17 (日)
25 (月)

様
様
様

12月～１月 の 予 定
～30(月)消防年末巡回
成人式(中止となりました)
消防出初式(本渡運動公園)
南幼稚園むかし遊び交流会(中止)
老人大学

「健康づくり」ミニバレー大会の
参加チームを募集します！
・日 時

令和３年２月２１日（日）
午前８時３０分 開会式
・会 場
天草市民センター 体育館
・種 別
①フリーの部
②40才以上の部
③60才以上の部
・参加資格 本渡南地区へ住いの方
・申込締切 令和３年２月５日（金）
・監督会議及び抽選会は
令和３年２月１０日（水）
午後７時３０分～南地区ｺﾐｾﾝ
※参加希望のﾁｰﾑは各地区の体育推進委員さんに
連絡して下さい。なお大会要項等は振興会ﾎｰﾑ
ﾍﾟｰｼﾞの「ダウンロード」に掲載しています。
ご確認ください。多くのチーム・皆さんの参加を
お待ちしております。
※新型コロナウイルス感染症予防対策を取った
うえで開催しますが、感染拡大状況により
最終的な開催の可否は、監督会議において
判断を行います。

～１月の老人大学のお知らせ～
・日 時 令和3年1月25日(月) 午前10時から
・場 所
船之尾町：本渡老人福祉センター
・内 容
郷土・歴史講座
「天草のふるさと昔話」
・講 師
元歴史民俗資料館 館長
上中 満 様
・問合せ先 本渡地区公民館（ここらす内）
松下・稲田 TEL:27-7788
※人数制限あり、出席者はマスク着用ください。

