合併 50 周年式典
11 月 9 日戚、中央公民館で上三川町合併 50 周年記念式典が行われました。
式典では、福田県知事を始め多くの来賓が出席し、知事は、「北関東自動車道と新国道 4 号の接点に
位置するという地理的優位性を活用し、魅力と活気のあふれる地域形成に向けてなお一層のご活躍を
期待します。
」と述べられました。
また、平成 17 年度町自治功労者表彰状授与並びに感謝状贈呈式が行われました。
自治功労者表彰は、上三川町表彰条例に基づき、町のために特に功労があった個人、又は団体を表
彰するため毎年行われています。
今年は、4 人と 2 事業所に表彰状と記念品が贈られました。
感謝状贈呈式では、これまで町発展のため各界において功績のあった人に感謝状と記念品が贈られ
ました。

祝辞を述べる福田知事

受賞者代表で謝辞を述べる稲葉元町長

合併 50 周年を祝しての万歳三唱

自治功労表彰者
功 績

自治功労表彰受賞者（当日出席者）

氏 名

土地改良区理事 15 年在職

赤羽 和之

河宇農業共済組合理事 15 年在職

櫻井 忠夫

民生委員児童委員 12 年在職

内堀 晴弘

民生委員児童委員 12 年在職

大橋 佳夫

町社会福祉協議会に 100 万円を寄付

㈲藤土木機械

町社会福祉協議会に 100 万円を寄付

日産工長会

町社会福祉協議会に車椅子 14 台、
点字器 30 台など 190 万円相当の寄付

日産自動車㈱
栃木工場社員一同
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感謝状贈呈者
氏 名
元町長

稲葉 宗敏

元町助役

小澤 恒夫、渡辺 清

元町収入役

志鳥 一三、秋山 勉

元町教育長

得橋 達、石井 皋

元町議会議長

青柳 久夫、野澤 重保、猪瀬 登三郎、貝賀 誠一、
的田 孝弘、田仲 正美、海老

弘、坂入 寛六郎

固定資産評価審査委員会委員5期以上を努められた人

遠井 泰明、上野 茂昭

10 年以上自治会長を努められた人

宇梶 武和、石川 喜一、団野 林、稲田 俊二、
大島 昭二、塩ノ谷 伊三郎、芝田 福之進、
小川 正男、森山 昭、大塚 善亮

産業功労（町商工会長を 2 期以上努められた人）

木村

、櫻井 正邦

教育功労（10年以上町教育委員会委員を努められた人）

仁平 千代子、野澤 美喜雄、馬場 宗司、田村 東江

福祉功労

上三川町赤十字奉仕団

金品寄付（個人で 500 万円以上寄付された人）

谷中 久勝（故人）

町章デザイン

橋本 和彦

産業功労（農業振興、ふるさと名人）

猪瀬 正一

※合併 30 周年記念式典で既に受賞された人は除いております。

感謝状贈呈者（当日出席者）

13

第 13 回 いきいきかみのかわまつり
11 月 11 日昔から 13 日隻まで、町内各所でい
きいきかみのかわ祭りが開催されました。
今年は、合併 50 周年を記念し盛大に挙行され
ました。文化祭では、日ごろの練習の成果を発
表し、素晴らしい作品が展示されました。
健康福祉祭りでは、「赤ちゃんハイハイ大会」
が開催され、かわいい赤ちゃんの姿に、会場は
和やかな雰囲気と、笑い声に包まれました。

子どもたちに人気のアンパンマンショー

名人たちのふくべ細工

みんなキレイに可愛らしく稚児行列

フラワーアレンジメントは
いかがですか？

折り紙で動く折り鶴作り

「愛のバザー」・「愛の募金」への
ご協力ありがとうございました。

昔からの伝統の遊び「竹馬」
うまく乗れるかな

町更生保護女性会では、いきいき上三川祭りの際、会員をは
じめ皆様のご協力を得て「愛のバザー」・「愛の募金」活動を
実施しました。
バザー益金は 87,400 円、募金は 4,261 円でした。この益金、
募金は栃木県更生保護女性連盟を経由し、更生保護施設・矯正
施設・福祉施設・福祉団体等へ配分されます。皆様のあたたか
いご支援をありがとうございました。
連絡先＝更生保護女性会事務局
56 9153
（健康福祉課 人権推進係）牲 ○
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農業祭での無償配布には多くの人が集まりました

カボチャの重さは何キロかな？

健康福祉まつりの一番人気赤ちゃんハイハイレース

餅をペッタンペッタンうまくつけるかな？

風船で大道芸を披露

人形劇と生演奏のコラボレーション
北小学校でおはなしの集い

人形劇の音色を奏でる明治中の生徒たち

10月15日析北小学校体育館で、絵本を題材にした絵
人形劇を上演する「おはなしの集い」が開催されました。
北小学校図書ボランティアの皆さんと明治中学校の
吹奏楽部員が協力し、「つきよのおんがくかい」を題
材にした絵人形劇を披露しました。内容に合わせて中
学生たちが演奏し、図書ボランティアの人たちが絵人
形を操りました。集まった児童や保護者たちは、生演
奏と絵人形劇に見入っていました。

秋季国体で見事優勝
町出身の軟式野球出場メンバーが報告
10 月 18 日席、第 60 回国民体育大会に栃木県代表
として、出場する作新学院高等学校の福永秀則さん、
大島成幸さん（明治中学校出身）馬場達也さん（上三
川中学校出身）
、が報告に来庁しました。
町長から激励を受け国民体育大会に出場し、26 日戚
の決勝戦では見事優勝を果たしました。
左から大島さん、福永さん、馬場さん
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下水道の普及をＰＲ
下水道フェスティバル

ろ過の仕組みについて説明を受ける親子

10 月 22 日析、栃木県県央浄化センターで下水道フ
ェスティバルが開催されました。
式典では下水道ポスターの優秀作品の表彰式が行わ
れ、町内では、優良賞に 4 人、佳作に 4 人が入賞しま
した。
雨でしたが、会場を訪れた人たちはミニ電車を楽し
んだり、サツマイモ掘りを体験したり、センター内で
は下水道の仕組みについて説明を聞き、来場者は貴重
な体験をしました。

秋の味覚を満喫
上三川小学校で収穫祭と上小地区社協まつり
10 月 20 日斥、上三川小学校の校庭で、小学校の収穫
祭と上小地区社協まつりが同時に開催されました。
ＰＴＡや児童の祖父母が参加し、みんなで「だるまさ
んがころんだ」などで遊んだ後、児童が収穫したサツマ
イモと地区社協が用意したサンマを炭火で焼き、おじい
ちゃん、おばあちゃんと一緒に笑顔で食べていました。
1,000 匹用意されたさんまは、焼き上がるとたちまち無
くなり、子どもたちは「とても美味しかったです。」と旬
の食べ物を味わいました。

「早く焼けないかなぁ〜」

自治会みんなで楽しみました
美里自治会ミニ文化祭
美里文化祭では 11 月 5 日析から 6 日隻まで、自治
会公民館でミニ文化祭を開催しました。
今回で 5 回目となるミニ文化祭では、自治会内やそ
の他から約 100 人が訪れ、多くの趣味を持つ会員さ
んの絵画や写真、ふくべ細工などが展示されました。
また、子ども会育成会の協力でビンゴゲームや映画会
を楽しむなど、楽しい2日間となりました。
美里会員たちのすばらしい作品

皆さんの守り神として
磯岡地内の琴平神社をご披露
11 月 6 日隻、磯岡自治会公民館敷地内の琴平神社
が建て直され、お披露目となりました。
以前は茅葺屋根のため、雨もりなど老朽化が激しか
ったので、今年の正月以降から新築の準備を始め、
10 月中旬に完成し、秋のお披露目となりました。
琴平神社総代の坂入茂一郎さんは、「お産の神様と
して奉られているが、地域の皆さんの守り神としてお
役に立てれば。
」と話していました。

お産の神様が奉られる新しい琴平神社
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日頃の訓練成果を披露 〜もしもの時に備えて〜
第 2 回消防団管理調査

消防団通常点検

11 月 6 日隻、役場駐車場及び各消防団機械器
具置場で、管理調査が行われました。日頃、消防
車や機械器具置場が適正に管理されているか、ま
た、実際の火災に使用するポンプの状態が良好か
などを、団長はじめ、石橋地区消防組合上三川分
署員の協力により検査を行いました。
管理が良好な分団（第 3 分団第 3 部・第 1 分団
第 1 部・第 2 分団第 4 部）は、通常点検時に管理
調査優秀部として表彰されました。

11 月 20 日隻、富士山公園で消防団の通常点検
が行われました。
実際に火災等がおきたときに素早く行動できる
ように、また、消防車に異常がないかを点検する
ために毎年行われます。
点検終了後は、上三川通りで分列行進を行い、
沿道の観衆に消防団の志気の高さを披露しました。
空気が乾燥しているこの季節、火の元に気をつ
けて消防団のお世話にならないようにしましょう。

車両が整備されているか確認する消防団幹部

服装点検を受ける消防団員

更生保護活動等功績で表彰 〜栃木県更生保護事業関係者顕彰式〜
11 月 14 日席、宇都宮市文化会館で行われた平成 17 年度栃木県更生保護事業関係者顕彰式で、次の
方々が表彰されました。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。
関東地方更生保護委員会委員長表彰
濱野正秀さん（三村）
関東地方更生保護委員会委員長感謝状
山増英子さん（大山第二）
関東地方保護司連盟会長表彰
藤田啓一さん（西町）
國谷一男さん（島崎）
佐藤 忠さん（富士見台）
宇都宮保護観察所長表彰
竹澤ルイさん（しらさぎ）
宇都宮保護観察所長感謝状
稲葉光子さん（下神主）
上野テルさん（愛宕町）
螺良立子さん（東汗西）
民間協力者
藤沼医院 藤沼秀光さん（下梁）
栃木県保護司会連合会会長表彰
稲葉信子さん（大山第三）
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表彰を受けた皆さん（左上から稲葉さん、竹澤さん、藤田さん、
左下から佐藤さん、濱野さん、山増さん）

