プロの指導とＪリーグ公式戦観戦
サッカー少年『夢のピッチ体験』ツアー
11月24日(土)、日産自動車㈱栃木工場設立40周年
記念事業として、サッカー少年『夢のピッチ体験』
ツアーが開催されました。
町のサッカーチーム等、約200名が参加。神奈川
県横浜市にある横浜Ｆ・マリノスの専用グラウンド、
マリノスタウンでのサッカー教室。教室終了後、日
産スタジアムに移動し、横浜Ｆ・マリノス対アルビ
レックス新潟戦を観戦。子どもたちはサッカー三昧
の一日を過ごしました。
マリノスの指導者とミニゲームをする子どもたち

地域住民の交流
明治南地区コミュニティふれあい福祉祭り
11月25日(日)、多功コミュニティセンターで明治
南地区コミュニティふれあい福祉祭りが開催され、
多くの人でにぎわいました。
広場では、地域の人たちによるドッジボールや輪
投げ、グラウンドゴルフが催され、また、大ホール
では、自主グループによるカラオケや舞踏などが披
露されるなど、終日地域交流を深ていめました。
ドッジボールを楽しむ子どもたち

ふれあい公園で楽しくパークゴルフ
下蒲生自治会がレクリエーション
11月25日(日)、田川ふれあい公園で、下蒲生自治
会のレクリエーションが行われました。
自治会の関係者たち約100名が参加し、パークゴ
ルフや輪投げなどを開催。特にパークゴルフでは、
子どもから高齢者までが笑顔で楽しんでいました。
全国パークゴルフ協会指導員の石原自治会長は「世
代間で楽しくやるのがパークゴルフです。地域の人
に実際にやっていだいて、楽しんでもらえればうれ
しいですね。」と話してくれました。
世代間でパークゴルフを楽しみました

桂小金治師匠が講演
文化講演会
11月25日(日)、中央公民館で文化講演会が開催さ
れました。
講師に落語家の桂小金治師匠を迎え、
「人の心に花
一輪」と題した講演に、参加者たちは熱心に聞き入
っていました。
また、小金治師匠の自慢の『草笛』や『ハーモニ
カ』が披露されると大きな拍手が起こりました。
熱心に講演をする桂小金治師匠
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食生活を見直そう！
基本的な男の料理教室

真剣な表情で料理をする参加者

11月30日(金)、保健センターで基本的な男の料理
教室が開催され、参加者は、町食生活改善推進協議
会のヘルスメイトたちと一緒に料理作りを行いまし
た。
「自分の健康を見直す」ことを目的とし、食生活
と健康に関するミニ講話の後、4種類の料理を作り
ました。料理を試食すると参加者からは、「違う料理
にも挑戦してみたいです。」と意欲満々の言葉が聞こ
えてきました。

福田屋インターパークで歌声を披露
上三川少年少女合唱団がコンサート
12月1日(土)、上三川少年少女合唱団が福田屋イ
ンターパーク店でコンサートを開催。子どもたちの
歌声を披露しました。
今回は、保護者の手作りのスカーフにコサージュ
を身に付け、振り付けにも挑戦。買い物に訪れたお
客さんたちは、楽しそうに歌う子どもたちの歌声に、
足をとめて聞き入っていました。大勢のお客さんの
前で歌うことができて、子どもたちはとても良い経
験になったようです。
歌声を披露する上三川町少年少女合唱団

交通安全対策功労者知事表彰

初期消火活動協力で表彰

11月14日(水)、栃木県総合文化センターで
交通安全シンポジウムが開催され、交通安全
対策功労者として猪瀬勝子さん（大町）、櫻
井正文さん（愛宕町）、鶴見時子さん（ゆう
きが丘第3）が表彰されました。 長年、交
通安全意識の高揚、交通事故防止活動に積極
的に取り組んでこられ、その功績が認められ
たものです。

11月19日(月)、町役場庁舎で初期消火活動に
協力した鈴木敏明さん（天神町）が、町長と石
橋地区消防組合消防長から感謝状を授与されま
した。
11月1日に発生した火災に
いち早く現場に駆けつけ消火
活動に努め被害を最小限にと
どめた行為に対して表彰され
たものです。
鈴木敏明さん

生活衛生営業部門で表彰
猪瀬勝子さん

鶴見時子さん

櫻井正文さん
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11月20日(火)、宇都宮市アピアで開催された、
衛生法制定50周年・生活衛生営業指導センター
設立25周年記念大会が開催され、吉澤正博さん
（東館南部）が生活衛生営業
の知事表彰を受けました。
吉澤さんは、長年、生活衛
生関係営業の運営適正化及び
振興に普及し、その功績が認
められたものです。
吉澤正博さん

千葉真子さんをゲストランナーに迎えて開催

第25回しらさぎマラソン大会

12月2日（日）、日産自動車㈱栃木工場及び周辺
道路で、しらさぎマラソン大会が開催されました。
1,241名が出場し、2㎞コースから10㎞コースを、
幅広い年齢層の人たちが走りました。
第25回の記念大会としてゲストランナーに千葉
真子さん（世界選手権銅メダリスト）を迎えて開
催。千葉さんも10㎞コースにエントリーし、スタ
ート前には、「皆さん完走できるように頑張りまし
ょう。」と声をかけると、一般のランナーから「オ
ー」と元気な声が返ってきました。
上位入賞者は下記のとおりです。

第25回しらさぎマラソン大会結果
２キロ親子ペア

５キロ一般男子50歳以上

第１位 野口徹・達哉
７分49秒 上三川小学校
第２位 宇津木宗光・光騎 ７分56秒 本郷北ＦＣ
第３位 上野智靖・利隼
８分５秒 上三川小学校陸上部

第１位 峯長次
第２位 宮田明夫
第３位 大久佐康弥

２キロ小学生１〜３年生男女

５キロ一般女子35歳以下

第１位 渡辺陸功
第２位 横島公平
第３位 田崎太智

第１位 川端綾
第２位 黒子由佳里
第３位 遠藤常

７分37秒 よろしく真岡です。
７分38秒 宇都宮市立戸祭小学校
８分17秒 陽南陸上クラブ

３キロ小学生４〜６年生男子
第１位 荒川卓哉
第２位 栗原佳
第３位 野口秀和

10分36秒 よろしく真岡です。
11分２秒 上三川小学校陸上部
11分３秒 アルテミスＦＣ

３キロ小学生４〜６年生女子
第１位 小林由佳
第２位 稲葉優花
第３位 キッド愛咲

10分39秒 久下田小学校
11分13秒 明南ミニバス
11分33秒 緑が丘小学校

３キロ中学生女子
第１位 海老原理恵
第２位 伊藤真実
第３位 小林悠華

11分４秒 上三川中学校陸上部
11分11秒 上三川中学校陸上部
11分13秒 上三川中学校陸上部

16分15秒 久下田中学校
16分17秒 横川中学校
16分22秒 横川中陸上部

16分14秒 岩瀬高校
16分16秒 チームジオン
16分26秒 栃木県立真岡高等学校（定時制）

５キロ一般男子36歳〜49歳
第１位 押久保伸行
第２位 高松清
第３位 齋藤亨

５キロ一般女子36歳以上
第１位 玉田和子
第２位 塚田美智子
第３位 佐々木澄子

19分26秒 栃木銀行ＲＣ
20分８秒 アンビシャス
21分37秒

10キロ一般男子35歳以下
第１位 西城克俊
第２位 阿部浩久
第３位 古賀亮

35分14秒 フィールズ
35分44秒
37分13秒

第１位 原克英
第２位 水越清弘
第３位 竹田賢治

33分23秒 古河自衛隊
35分36秒 ナーシングホーム青葉
35分56秒 竹田石材工業

10キロ一般男子50歳以上

５キロ一般男子35歳以下
第１位 丸山達也
第２位 大谷純
第３位 芝野大樹

20分10秒 ＮＡＳ港北
20分57秒 福田記念病院
21分４秒 宇宙人ＲＣ

10キロ一般男子36歳〜49歳

５キロ中学生男子
第１位 小林遼司
第２位 佐藤哲也
第３位 大塚雅斗

16分57秒 日立レフテクノ
17分32秒 コットンＲＣ
18分14秒 篠井地区体協

15分48秒 よろしく真岡です。
16分59秒 高松保険事務所
17分01秒 独走快汗

第１位 山家勇一
第２位 小松三良
第３位 根本穂積

37分43秒 上三川老童クラブ
37分53秒 亀の子ＳＵＢＡＲＵ
37分59秒 コットンＲＣ

10キロ一般女子35歳以下
第１位 阿部貴子
第２位 谷田部綾
第３位 冨田彰子

40分38秒
49分39秒 コットンＲＣ
55分25秒 宇都宮文化センター

10キロ一般女子36歳以上
第１位 松崎朋子
第２位 津村早苗
第３位 武藤敦子

42分47秒 ｒｅ−ｆ−ｒｅ
43分14秒
43分25秒 ニュー富士見
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