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伝統漁法も間近で見られる！

風光明媚な不知火海を優雅にクルージング

志尊 淳

芦北町「観光うたせ船」乗船キャンペーン開催
１ 人 から 予 約 Ｏ Ｋ
午前便は食事付き

志尊淳さんは映画「走れ！Ｔ校バスケット部」で
“ヘタレチーム”
を成長させる熱いエース・陽一を
演じる。
「僕は部活で野球をやっていましたが、自
分がうまくなることを考えていました。自分のこ
とよりチームを良くするために熱量を注ぎ、人を
気にかける優しさあふれる陽一は器がデカいなと
思う」
。陽一は、その過程で出会う個性豊かな仲間
たちに窮地を救われる。
「ひたむきに汗をかいて頑
張っていると必ずどこかで見ている人がいて、応
援してくれる人がいるのですね」
もし陽一のように
“ヘタレチーム”
に誘われた
ら？ 「僕はどちらかというと、やるからにはスト
イックにやりたいタイプなので、陽一が入部する
前のメンバーのように、女の子にモテたいという
動機の人ばかりだったら少しためらってしまうか
も（笑）
。ひたむきに真面目に取り組んでいるけれ
ど弱いというチームなら、一緒に頑張りたいです」
「何事にも責任を持つこと。筋が通っているか
を大事にしています」
。これはお母さまからの教
え。
「母から、勉強しなさいなんて言われたこと
は一回もありません。筋を通すことや責任を持つ

観光うたせ船に乗ってみよう！【要予約】
●日程／ 11/11（日）
・16（金）
・17（土）
・18（日）
・23（祝・金）
・24（土）
・25（日）
●時間／ 午前便:10:30頃出港、午後便13:30頃出港
●会場／ 芦北町漁業協同組合芦北支所前広場
●費用／ 午前便 3500円

ＱＲコード

には﹁芦北町うたせ直売

食堂えび庵﹂での食事付

き︒申込みはネットから︒

期間限定開催
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問合せ／芦北町漁業協同

※１枚につきグループ全員可
H30.11.11～25の開催期間中のみ

紺碧の不知火海に︑真

82

組合︵平日９時〜 時︶

岬の御塩使用

「塩せん」プレゼント！

っ白い帆をいっぱいにふ

く〜ぽん

芦北町漁業協同組合
当日受付時にクーポン提示すると

く ら ま せ て 滑 っ て い く︑ ☎０９６６︵ ︶
２０６６

芦北町﹁観光うたせ船﹂︒

通常は団体利用のみのと

ころを︑今回個人でも乗

船ができるキャンペーン

不知火海を優雅にクル

を開催中です︒

ージングしながら︑アシ

アカエビなどの底引き網

漁法が間近で見れて︑迫

力も満点︒また︑午前便

リビング

筋を通すこと、責任を持つこと
母のイズムを継承しています

不知火海のシンボル
﹁うたせ船﹂

芦北町漁業協同組合

午後便 2500円
※価格は税込、午前便は乗船後
食事付、各回定員24人
申込みは予約フォームから

http://ashikita-gyokyou.com/cruiseship

玉木新雌が織り成す、伝統的な「播州織」の新しい世界

tamaki niime ショールとウエア展
鶴屋

本館１階

唯一無二のデザイン

と多彩なカラー

兵庫県西脇で古くから

と何かに一生懸命に打ち込んだ経験は必ず人生
に生きてくる気がします」という志尊さん。
「大人
になってから、そういうエネルギーを注いでスポ
ーツを始める人もステキだなと思います」

リビング熊本の﹁家計

簿クリニック﹂では︑相

答えてくれるのは︑各

談者を募集中です︒

方面で活躍する高橋伸子

さん︒人気生活経済ジャ

ーナリストに相談でき

る︑またとないチャンス

です︒教育・住宅・老後

資金どうしたらいい？

↑申込みは
QRコードから

採用者には５０００円分

本館1階 中央エスカレーター横

この機会にぜひ︒

11月7日（水）～ 13日（火）

の全国共通の商品券を進

玉木新雌さんの新作Collectionが登場

（毛70％・綿30％） 1万800円
●ショール
（毛90％・綿10％） 3万240円
●セーター
3万7800円
●デニムパンツ （綿100％）
※すべて税込

スポーツをテーマにした作品に出演し、自らも
野球部でプレーした経験があるだけに「スポーツ
は言葉を交わさなくても、一緒に取り組むことが
コミュニケーションになる。学生時代を振り返る

キャスティング・文／かしわぎなおこ（モアナ・サンライズ） 撮影／大仲宏忠
スタイリスト／手塚陽介 ヘアメイク／小林純子
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呈！

ールやウエアは︑やさし

くふわりとした肌触りと

カ ラ フ ル な 色 彩 が 特 長︒

着ける人を軽やかにして

ー シ ョ ン も 豊 富 な が ら︑

すべてが１点もの︒大切

な人への贈り物や貴方だ

けの一品を探して︑玉木

分︶

時〜午後７

新雌の世界を楽しんで︒

営業／午前

時︵金・土＝〜７時

問合せ／婦人用品売場

☎ ０９６
︵３２７︶３５５６

培われてきた﹁播州織﹂︒ くれます︒カラーバリエ

その伝統的な織物に︑新

たな風を吹き込むデザイ

ナー・玉木新雌さん︒

月７日︵水︶〜 日

︵火︶
本館１階で︑彼女の

自由な感性が生み出すア

イテムが期間限定登場︒

ヴィンテージの機械で

丁寧に作り出されるショ

30

10

13

祝）
から全国東映系で公開

ことの大切さについて、小さいころからよく教え
てくれていました。そこは今でも母のイズムを継
承しています」
「目指していたプロ野球選手を断念したのは、
後悔がないくらいやり切ったと納得してから。仕
事では、どんな難題でも無理、できないなんて
通用しなくて、引き受けた以上、最大限努力する
ことが大切だと思っています」

婦人用品
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1995 年 3 月 5 日、東京都生まれ。
2011 年俳優デビュー。テレビや映画、CM などを中
心に活躍中。最近の主な出演作は、ドラマ「きみは
ペット」
「トドメの接吻」
「女子的生活」
「半分、
青い。
」
、
映画「探偵は BAR にいる 3」
「帝一の國」など。映
画「走れ！ T 校バスケット部」は 11 月 3 日
（土・

家計のお悩み解決！
熊本リビング新聞社
採用者には5000円の
商品券をプレゼント！
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