
故吉澤章氏ゆかりの品など
３点が町に寄贈

　本町出身の世界的な創作折り紙作家である故

吉澤章氏の菩提寺、乾窓院(京都市上京区)より、

吉澤氏が生前製作した鬼瓦のレプリカなど合わ

せて３点が町に寄贈されました。

　これらの品々は先日開催された上三川町文化

祭の会場で展示を行い、来場した皆様の注目を集

めていました。

輪投げ大会を開催
　10月29日、農業環境改善センターで上三川町シルバー人材センターの会員約40名が参加し、輪投げ

大会が行われました。

　雨天のため、当初予定されていた奉仕作業が中止となり、輪投げ大会のみの開催となりましたが、参

加者は真剣勝負の中にも笑顔があるなど、会員同士の親睦を深められた様子でした。

　なお、シルバー人材センターでは、みなさんの知識や経験を活かしたい町内在住の60歳以上の方を、

随時募集しています。

火災の被害を最小限に…第43回石橋地区消火競技大会

優勝  上三川町女性防火クラブCチーム
　10月９日、下野市天平の丘公園で第43回

消火競技大会が開催されました。

  消火器による消火技術と消火スピードを競

う大会で、消火技術の向上と、火災による被

害を最小限にとどめるために毎年開催されて

います。

　今年は上三川町女性防火クラブから３チー

ム計６名の方が参加され、２チームが優勝、

準優勝という素晴らしい成績を残しました。

おめでとうございます。

石田地区自治会自主防災連合会
による防災訓練

　９月29日、石田コミュニティセンターにて、石

田地区自治会自主防災連合会による防災訓練

が行われました。

　当日は、上三川消防署手塚消防士長より「大

雨による田川のはん濫、前ぶれと決壊、その時ど

う対応するか」と題し、地域のリーダーである防

災士や住民一人一人の対応を学びました。その

ほか、土のうの作製訓練やAEDの操作訓練、炊

き出し訓練など多岐にわたる訓練が実施されま

した。

西汗下自主防災会防災訓練
　９月１日、西汗下自主防災会による防災訓練が

行われました。

　当日は、上三川消防署の指導のもと、火災が

あった際の行動に焦点を当て、初期消火訓練と煙

道体験が実施されました。小さいお子さんからご

高齢の方まで幅広い年代の50名の方が参加さ

れ、防災意識の高揚と、自身や周りの方と助け合

う地域の連帯を育みました。

秋の叙勲・褒章受章

もうり　 あきこのざわ　 まき

瑞宝双光章

　橋　政男氏

昭和41年に栃木県警に入り、長年、地域警

察官として交番所長等を務められ、平成

20年3月に退職されるまでの多年にわた

る功績が認められました。

たかはし　 まさお

　令和元年秋の叙勲・褒章を、　橋様が受章され

ました。

長年のご功績に対する栄えある受章を心からお

祝い申し上げます。

野澤　真紀さん　毛利　哲子さん

準優勝  上三川町女性防火クラブAチーム

いでん　 きくえあべ　 れいこ

安倍　礼子さん　伊傳　キクヱさん

上三川町女性防火クラブBチーム

さとう　　　ひろこ うえの　　　ふくえ

佐藤　広子さん　上野　福江さん
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おめでとうございます

●関東地方更生保護委員会委員長表彰

　伊藤　正さん

●関東地方保護司連盟会長表彰

　坂入　修一さん、隅内　俊光さん

●宇都宮保護観察所長表彰

　稲見　清一さん

●栃木県知事感謝状

　星　アサイさん

●関東地方更生保護委員会委員長感謝状

　吉田　允子さん

●栃木県更生保護女性連盟会長表彰

　青山　友子さん、井川　多佳子さん

●宇都宮保護観察所長感謝状

　伊澤　文子さん、宮澤　道子さん

いとう　　ただし

さかいり　　しゅういち

いなみ　　　せいいち

ほし　　　あさい

いざわ　　　ふみこ みやざわ　　 みちこ

よしだ　　　まさこ

あおやま　　ともこ いがわ　　　 たかこ

すみうち　　　としみつ

更生保護活動等功績で表彰
　更生保護制度施行70周年記念第37回関東地方更生保護大会において次の方が表彰されました。
これは、長年にわたる更生保護活動の功績が認められたものです。

ふれあい市が開催

森田教育長が退任
新たに氷室教育長が就任

　10月20日、いきいきプラザ多目的広場で、ふれあい市が開催されました。
　お菓子ややきそばなどをはじめ、おもちゃや野菜などたくさんのものが販売され、たまごのつかみ取
りには長い行列ができ、たくさんの人がチャレンジ
していました。
　また、しらさぎ幼稚園の園児によるマーチングバ
ンドも披露され、来場者からは、たくさんの拍手が
贈られていました。

上三川町デマンド交通
かみたん号

栃木県公衆衛生大会長から表彰
　９月４日、とちぎ健康の森にて第59回栃木県

公衆衛生大会が開催され、食生活改善推進員の

保坂和子さん(下町３区)が保健衛生事業功労者

の栄養改善部門で大会長から表彰されました。

保坂さんは、16年にわたり町食生活改善推進協議

会の役員をされており、多年にわたる栄養改善活

動の功績が認められました。

栃木県更生保護女性連盟
ブロック研修が開催

　10月４日、「栃木県更生保護女性連盟県央第一
ブロック研修」が役場において開催され、宇都宮
市、下野市、壬生町、上三川町の更生保護女性会
員約１２０名が参加しました。
　研修の中で、宇都宮保護観察所長である調子
康弘氏や上三川町出身のミュージシャンであり非
行の抑止を呼びかけるRyo-w2氏の講話を聴講
したほか、４地区による意見交換をすることで、 
現在の活動の問題点を見つめ直し、今後の更生
活動の方針を考える機会となりました。

　森田良司前教育長は、平成24年1 1月10日に就

任されてから７年間にわたり町の教育行政の発展

のためにご尽力いただきましたが、令和元年1 1月

９日をもって任期満了のた

め退任されました。

　新たな教育長には、前上

三川中学校長の氷室清氏

が就任されました。任期は

令和元年11月10日から３年

間です。

稲見さん(左)、伊藤さん(右)

退任した森田前教育長

氷室教育長

後列左から青山さん、伊澤さん、井川さん

前列左から吉田さん、星さん、宮澤さん

3台体制で運行中！！

デマンド交通の予約は予約受付センターまで

☎0120（272）315（通話無料）

午前8時～午後5時

登録は地域生活課  生活係まで

☎　 ９１２９56

もりた りょうじ

ひむろ きよし

ほさか　かずこ
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秋の味覚を「いただきます！！」
　11月６日、上三川小学校で収穫祭と上小地区社協

まつりが開催されました。

　児童たちが大切に育てたサツマイモや、上小地区

社協で準備されたサンマが校庭で焼かれ、食欲を

誘ういい匂いが、校庭いっぱいに広がっていました。

　11月７日、坂上小学校で収穫祭が開催されました。

　児童たちが大切に育てたサツマイモを、地元の

消防団員とボランティアのみなさんに焼いていた

だき、児童や祖父母のみなさんなどで、笑顔でいた

だきました。

いつまでも健康でいるために…
　10月31 日、上三川いきいきプラザで、第39 回
上三川町高齢者・障がい者スポーツ大会が開催さ
れました。
　大会には、自治会のシニアクラブなどから、たく
さんの方たちが参加し、参加者同士の交流を深め
ていました。
　秋空の下、「お掃除競走」や「パン食い競走」など
の競技が行われ、参加したみなさんの元気な姿が
見られました。

つなげよう　広げよう　健康のバトン！
　11月９日、上三川いきいきプラザで、社会福祉法人上三川町社会福祉協議会法人化40周年記念第
28回上三川町ふれあい健康福祉まつりが開催されました。
　明治地域ブラスバンド部「明児」によりますオープニングに始まり、お囃子やヒップホップダンスな
どがステージで行われ、食育フェスタコーナーや赤ちゃんハイハイ大会、また、模擬店なども出店され、
多くの家族連れで賑わっていました。

相互協力に関する協定を締結
　上三川町と独立行政法人住宅金融支援機構は、
住宅の防災・減災への取組を促進するため、「【フ
ラット35】地域活性化型(防災対策)に係る相互協
力に関する協定」を締結しました。
　この締結により、「上三川町木造住宅耐震改修
等補助金」を利用し、住宅を建替えした場合、住宅
ローン【フラット35】の金利が当初５年間０．２５％
引き下げられます。
　また、今回県内23市町が同時に協定を締結し、
宇都宮市内で合同協定締結式が行われました。
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どがステージで行われ、食育フェスタコーナーや赤ちゃんハイハイ大会、また、模擬店なども出店され、
多くの家族連れで賑わっていました。

相互協力に関する協定を締結
　上三川町と独立行政法人住宅金融支援機構は、
住宅の防災・減災への取組を促進するため、「【フ
ラット35】地域活性化型(防災対策)に係る相互協
力に関する協定」を締結しました。
　この締結により、「上三川町木造住宅耐震改修
等補助金」を利用し、住宅を建替えした場合、住宅
ローン【フラット35】の金利が当初５年間０．２５％
引き下げられます。
　また、今回県内23市町が同時に協定を締結し、
宇都宮市内で合同協定締結式が行われました。

17 広報かみのかわ　2019.12.1


