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　この度、記者の仲間入りをさせて頂きました岩清水愛です。地元は宇城市小川

町で、川尻に住んで7年目。川尻と言えば、車窓から見える赤い鉄橋越しの加勢川

が小さい頃から大好きでした。川尻との最初のご縁は社会人になってから。NEC

九州(現在のルネサス)に就職して毎日川尻まで通勤していましたし、当時お世話に

なった方々も多く住んでいらっしゃいます。なぜ川尻に住んでるかよく聞かれます

が、川尻から呼ばれた気がするから(笑)。川尻が私の帰る場所だと思っています。

　住んでみて、この町が更に好きになりました。大好きな和

菓子屋さんもあるし、加勢川を眺めながら散歩もできるし、

交通の便もいい！生活しやすい環境だと感じています。川尻

の魅力をどんどん発信していけたらなと思いますので、どう

ぞよろしくお願いします。
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居酒屋夢幸 食事券3000円分と
サブリーポップコーンセット
『河陽新聞』をお読みいただき、ありがとうございます。

今回は『居酒屋夢幸 食事券3000円分とサブリーポップ

コーンセット』を抽選で3名さまにプレゼントいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に

氏名・住所・連絡先・今号の感想を記入してメールしてください。

当選者の方にはご案内を返信いたします。（商品は手渡しにな

ります。詳細はご当選者様にお送りします）

3
名様

ご応募は

こちらのQRコードから送れます→

画像はイメージ

川尻お寺deフェスタ５ 合（with）～ともに～

元三町自治会活動報告（川尻校区９町内）

バードウォッチング

川尻校区
社会福祉協議会だより

令

記者　

金井俊行（7町内）
川尻お寺deフェスタ実行委員会 代表

記者　

岩清水愛（8町内）

文・写真提供  松山典子（川尻小4年1組担任）

和３年３月７日「川尻お寺deフェスタ」、雨降る中でした

が多くの来場者があり無事に開催することが出来まし

た。昨年は、川尻小学校のシンボルキャラクター・ラックルくん

と熊本城、そして2年前に焼失してしまった首里城を一枚の絵に

描いて、災害復興を願えればと企画していましたが、中止延期と

なりました。今年は、緊急事態宣言解除後に感染予防をしなが

ら「ラックルくんと熊本城・首里城復興祈念の絵」を、川尻小学

校（みどりの少年団）・城南中学校（美術部）・第二高校美術科

（有志）の協力を得て完成しました。

　首里城のボランティアガイドを務める「興南高校act部」に承

諾を得てこの絵を興南高校と首里城公園に展示することになり

ました。寺フェス当日は、本立寺特設ステージに飾り、宗派合同

の法要にて熊本県豪雨災害犠牲者の追悼、熊本沖縄の復興祈

願、新型コロナウイルス疫病退散を願いました。

　今回はコジマ電気共催で、「お寺deミニ四駆」や「お寺de e-sports

大会」も開催しました。また川尻寺フェス限定の精進弁当や薬膳カ

レーピザの販売、「お寺de婚活」も同時開催しました。当たり前が

当たり前じゃなくなった今、開催出来た事に心から感謝申し上げます。 

元 三町は熊本農業高校横の宅地化が進み、特に若い子育て世

代が転居してこられました。減少傾向にあった学童数もここ数

年は増加に転じ、町内の平均年齢も少し下がったと感じております。

　そこで、新旧住民同士のコミュニケーションを図り、元三町に愛着を

持っていただけるよう、子供たちを中心とした行事を多く企画してまい

りました。子供たちが参加すれば、両親、おじいちゃんおばあちゃんた

ちが参加し親睦が深まります。特に４年ほど前から始めた「さくら祭り

（毎年3月下旬に元三町公民館広にて開催）」は毎年好評で、若い世代

（青年部会・子供会）が中心になって、企画から実施までを行い、参加

者は400名を超えております。

　その他の活動としては、田植え体験学習、稲刈り・芋掘り、餅つき大

会、どんどや・ぜんざい会と行っております。残念ながら、令和２年度は

コロナ禍のためすべて中止となりましたが、今後も多くの催し物を計画

して町内のコミュニケーションを図り、各種団体の協力を得ながら街の

発展と安心安全のまちづくりに努めていきたいと思っております。

川 尻校区社会福祉協議会より嬉しいお知らせが届

きました。

　「令和2年度全国秋季善行表彰」を毎火曜日に開催して

いる、いきいきサロンのボランティアさんがその功績を認

められ受賞されました。残念ながら、毎年明治神宮で開催

されている表彰式にはコロナ禍により挙行することは出来

ませんでしたが、「この指とまれ」の呼びかけに集まってい

ただき、15年間もの長い間、高齢者の皆さんのために善

行活動をされてきたことを川尻校区の皆さんに知っていた

だきたくご紹介しました。

　最後に筆舌尽くし難い

お力を注いで頂きましたボ

ランティアさんに心から感

謝しお祝い申し上げます。

町を散策しながら川尻の自然と歴史につい

て４年生が学ぶ「バードウォッチング」

が、今年も村田幸博さんを講師に行われました。

　「あれは何の鳥？『ムクドリ』！」と、村田さん

の声が響きます。加勢川の河川敷から多くのカ

モを見て、子どもたちは歓声をあげていました。

途中、お寺で歴史を学んだり、花の香りをかぎ春

を感じたりして、みんな終始笑顔でした。未来を

担う子どもたちに伝えたい思いをしっかり伝えて

いただきました。



記者

益本 武士（7町内）

　宿泊やお土産品、また地域通貨ポイントなど魅力たっぷりの
施設やコンテンツが始まり期待が膨らみますが、しかし「詳しい
内容はまだ知らないよ」とか「もっと深く知りたいよ」という方も
多いのではないでしょうか。そこで今回の河陽新聞ではこれから
ますます川尻が発展し、そして私たちにとって便利になっていく
であろう商店街のまちづくりを特集したいと思います。

　店舗は10時から18時までオープン（定休日水曜）していて、

地元のお野菜、お米はもちろん様々な甘酒やドレッシングやご

はんをおいしくいただける調味料や醤油なども販売されてい

て、お土産品にももってこいだと言えます。また川尻ハイカラ

サンドや、ワッショイスムージー、コーヒーなどがイートイン可

能となっており、気軽にお店に入れそうです。まずは新しい観

光スポットをみんなで利用して盛り上げていきたいですね。

　2階は簡易宿泊施設（4月オープン予定）になっていて、

これまで宿泊施設がなかった川尻にとってプラスにな

り、飲食店なども盛り上がるのではないでしょうか。料

金も1室8,000円で一人増える毎に2,000円追加され最大

8名まで宿泊することが可能です。尚、宿泊については

オンライン予約制となっており、食事は準備されていま

せんので周りの飲食店をご活用ください。

　川尻ワッショイポイントを利用するには、川尻ワッ

ショイポイント専用のカードを入手、またはアプリをダ

ウンロードする必要があります。カードは川尻商店

“粋”（アンテナショップ）と認定店舗で配布しており、

年会費等は無料。今ならアプリユーザー限定で抽選で

100名様に、10,000円で20％プレミアムが付いた

12,000円分のポイントがもらえるプレミアムポイント

キャンペーンの応募受付中です。応募は川尻商店“粋

のHPから専用応募フォームにてご応募ください。締切

は3月31日まで。ぜひ、このキャンペーンを通して、川尻

ワッショイポイントをお得に利用しましょう！キャンペー

ンの詳細は川尻商店“粋”のHPでご確認ください。

　また、貯まったワッショイポイントは認定店舗でのお

買い物はもちろん、ポイントを地域団体の活動費として

寄付することができます。この寄付金をワッショイ応援

資金と言い、寄付する方法は2つあります。ひとつは、認

定店舗でお買い物をしてポイントを貯めるだけで、その

時のお買い物金額の一部を認定店舗が事務局を通じ

て地域団体へ寄付。つまり、皆さんがポイントをもらえ

ばもらうほど、川尻のまちが盛り上がります。もう一つ

は、もらったポイントを直接寄付することも出来ます。

　これまで住んでいる川尻のために貢献したいけど、

どうしたら分からない方にとっては、ポイントを貯め

る、寄付することで川尻ワッショイサポーターとなり、

どなたでも川尻の伝統・文化継承の支援、子どもの育

成支援や高齢者サポートなどの地域貢献活動が簡単

にできる仕組みとなっています。

川尻ワッショイポイントは、お買い物はもちろん商店街の地域活動に参加したり、地元でいいことをす
るともらえるポイントです。もらったポイントは、1ポイント1円分の商品やサービスと交換できる他、

次世代を担う子供たちに夢を届けることが出来ます。例えばポイントをもらうだけでお買い物金額の1部を
認定事業者（店舗・企業）が地域団体へ活動資金（ワッショイ応援資金）を寄付する仕組みになっており、
地元川尻の伝統文化を継承し、未来の子供たちへ繋いでいくことが出来るポイントです。

川尻商店 粋は、川尻の“粋”なヒト・モノ・コトが詰まったお店で、１階は観光案内所やお土産
品販売、イートインも可能となっています。また2階は最大8名まで宿泊可能な簡易宿泊施設

で、今後の川尻の観光の中心となることは間違いないでしょう。

2階

料亭いわ村／川尻ラーメンけんだま／お菓子のいしはら／高級食パン 革命とはこのこと／菓舗かずさ屋＆パン工房／菓舗 梅園／くりさき弁当 川尻店／御菓子処 天明堂 
川尻店／岩本菓舗／栗崎米穀／鍵工房 深川屋／はやし酒店／瑞鷹 東肥大正蔵／瑞鷹 本店小売部／ファインムラサキ／マスナガ／Y’s DAY／HEAD LINER ／
Tokyo VelleFille川尻店／ GARO美容室／カラオケハウス ハピネス／田崎自動車工業／熊日川尻販売センター／中川写真館／山西商事／中山達行政書士事務所／
川尻蔵前うどん ぬま田／永田時計店／お料理まじま／菓匠たてやま／くりさき弁当 野越店／学習塾 森三館／川尻商店 粋

ステップ1

ステップ2

川尻ワッショイポイントカード入手又は、アプリをダウンロード

認定店舗（お店）でポイントをもらう

アプリの場合
AppStore又は、GooglePlayから地域通貨アプリ「chiica」をダウンロードして下さい。

認定店舗（お店）を利用すると
100円のお支払いで１ポイントもらえます。
※店舗により付与率は異なります。

【カードに関するお問い合わせ先】
川尻商店 粋　熊本市南区川尻1丁目3-77
☎096-311-3777　10：00～18：00（定休日水曜）

カードの場合

「川尻商店 粋」と「認定事業者」で
入手することが出来ます。

初期設定をすると
アプリ画面が
表示されます

iPhoneの
方はコチラ

Androidの
方はコチラ

川尻ワッショイ
ポイント
認定店舗は
このマークが目印

※現在は、プレミアムポイントキャンペーン以外の現金をカードやアプリにチャージすることは出来ません。

※本キャンペーンのプレミアムチャージ分の12,000円分のポイントの有効期限は180日間です。

    180日間を経過しますとポイントは失効されます。

※お買い物で付与されるポイントの有効期限は、最終ご利用日（ポイントの付与）から180日間となります。

※アプリ上ではプレミアムチャージ分のポイントと、付与されたポイントが分けて表示されます。

1階

カード又は、アプリが準備できたら
川尻ワッショイポイント認定店舗へ行こう！

川尻ハイカラサンド

ドリンク

Menu
まち歩きのオトモに最適な新名物。

アルコール

白桃
360円

大吟醸
スムージー
550円
※アルコール入り

コーヒー（ホット／アイス）

緑茶 

オレンジジュース

250円

250円

250円

川尻の旬な日本酒（100ml）

キムラロック（ロック・ソーダ割り）

俺んちの柚子サワー（ロック・ソ
ーダ割り）

瑞鷹梅酒 純米酒仕立て（ロ
ック・ソーダ割り）

時価

400円

400円

400円

ワッショイスムージー
まち歩きのオトモに最適な新名物。

日本酒

米焼酎

柚子酒

うめ酒

苺
360円

マンゴー
360円

ハムチーズ
280円

マヨポテト
350円

ツナメルト
380円

イタリアンピザ
450円

20歳以上限定品

川尻ワッショイポイント認定事業者

川尻ワッショイポイントの詳細については、川尻商店“粋”のホームページをご覧ください。
https://kawashiri-sui.com/

3月14日（日）に新しい川尻の観光拠点施設
「川尻商店 粋」がオープンしました。

すい


