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自分の可能性への挑戦！
第26回しらさぎマラソン大会

大会の華10㎞コースのスタート

日産自動車㈱栃木工場南門を激走するランナー

豚汁を作ってランナーを支援
上三川町赤十字奉仕団

温かい豚汁をどうぞ！

選手宣誓を行う猪瀬選手親子

沿道の声援を受けて笑顔で走る子どもたち 小学校４年生以上のスタート

　12月７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。

　延べ1,000人が参加し、毎年恒例のテストコースを

走る10㎞と５㎞コースをはじめ、親子や小学３年生

までが走る２㎞コースや小・中学生が走る３㎞コー

スなどに参加者たちは分かれて、沿道の声援を受け

ながら、さわやかな汗を流していました。

　しらさぎマラソン大会は、ボランティアの協力を

得て開催されています。上三川町赤十字奉仕団では、

毎年豚汁を作り、走り終わったランナーや大会を運

営する上三川町体育協会のスタッフたちに、サービ

スしています。

　参加した皆さんからは、温かい豚汁に好評の声を

得ていました。同団には町の高齢者・障がい者スポ

ーツ大会においても、豚汁のサービスを実施してい

ただいています。
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第26回しらさぎマラソン大会結果

２㎞親子ペア

１

２

３

順位 氏　　　名 所　　　属記　録

宇津木宗光・光騎 0：07：21 本郷北FC

佐藤　秀光・優樹 0：07：26 陽南小学校

石田　祐一・萌夏 0：07：50 富士見TFC

５㎞一般男子50歳以上

１

２

３

順位 氏　　　名 所　　　属記　録

峯　　　長　次 0：17：15 日立レフテクノ

宮　田　明　夫 0：17：22 コットンRC

原　田　貴　光 0：18：09 小山向野JC

２㎞小学生１～３年生男女

１

２

３

順位 氏　　　名 所　　　属記　録

森　　　章　裕 0：08：03 よろしく真岡です。

三　上　滉　大 0：08：08 薬師寺スポーツ

田　崎　太　智 0：08：10 陽南陸上クラブ

５㎞一般女子35歳以下

１

２

３

順位 氏　　　名 所　　　属記　録

川　上　直　美 0：18：28

豊　田　苑　子 0：18：40 石橋高校陸上競技部

小 河 原　　歩 0：21：31 岩瀬高校陸上部

３㎞小学生４～６年生男子

１

２

３

順位 氏　　　名 所　　　属記　録

大　島　強　史 0：10：46 よろしく真岡です。

森　　　大　揮 0：10：54 よろしく真岡です。

川　上　躍　人 0：10：56 よろしく真岡です。

５㎞一般女子36歳以上

１

２

３

順位 氏　　　名 所　　　属記　録

塚　田　美智子 0：19：44 アンビシャス

玉　田　和　子 0：20：04 栃木銀行RC

山　田　美恵子 0：20：35 上三川RC

３㎞小学生４～６年生女子

１

２

３

順位 氏　　　名 所　　　属記　録

小　林　由　佳 0：10：34 よろしく真岡です。

柳　　　好　恵 0：10：37 よろしく真岡です。

高　橋　琴　乃 0：11：03 よろしく真岡です。

10㎞一般男子35歳以下

１

２

３

順位 氏　　　名 所　　　属記　録

家　高　晋　吾 0：32：01 日産自動車㈱

開　沼　和　紀 0：35：13 真岡高校

野　口　裕　生 0：35：48 チームひろお

３㎞中学生女子

１

２

３

順位 氏　　　名 所　　　属記　録

山　崎　千　穂 0：10：54 上三川中学校陸上競技部

小　林　悠　華 0：10：55 上三川中学校陸上競技部

斉　藤　詩　茉 0：11：13 上三川中学校陸上競技部

10㎞一般男子36～49歳

１

２

３

順位 氏　　　名 所　　　属記　録

鈴　木　竹　男 0：33：38 めぐみ音楽教室

千　原　詩　郎 0：35：20 日産自動車㈱

松　本　　　崇 0：35：26

５㎞中学生男子

１

２

３

順位 氏　　　名 所　　　属記　録

佐　藤　哲　也 0：15：40 横川中陸上部

野　口　将　志 0：16：34 上三川中学校陸上競技部

上　野　雄　都 0：16：41 上三川中学校陸上競技部

10㎞一般男子50歳以上

１

２

３

順位 氏　　　名 所　　　属記　録

山　家　勇　一 0：37：20 上三川老童クラブ

落　合　伊佐緒 0：37：53 藤岡陸友会

根　本　穂　積 0：38：30

５㎞一般男子35歳以下

１

２

３

順位 氏　　　名 所　　　属記　録

芝　野　大　樹 0：15：57 真岡高校定時制

宇津木　宗　光 0：16：13 上三川町消防団1-3

丸　山　達　也 0：16：16 岩瀬高校陸上部

10㎞一般女子

１

２

３

順位 氏　　　名 所　　　属記　録

鈴　木　優　里 0：41：33 宇都宮南高等学校

深　谷　　　香 0：43：34 宇宙人RC

黒　子　由佳里 0：46：05 福田記念病院

５㎞一般男子36～49歳

１

２

３

順位 氏　　　名 所　　　属記　録

押久保　伸　行 0：15：56 よろしく真岡です。

村　上　正　起 0：17：15 ブラックホーク

倉　持　裕　一 0：17：17 S . W . K .
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わたあめに列を作る人たち

地域の交流を深めよう！
明治南地区コミュニティふれあい祭り

　11月23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、会場は多く

の人でにぎわいました。

　明治小学校区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、売店には多くの人た

ちが列を作り、牛肉の串焼きやわたあめをほおばりなが

ら、地域の交流を深めました。

真剣な表情で乳幼児の蘇生法の指導を受ける参加者

　11月24日、上三川いきいきプラザ大会議室で普通救命

講習会が開催されました。

　石橋地区消防組合上三川分署の救急救命士を講師に迎

え、心肺蘇生法の講習を３時間実施。AED（自動体外式

除細動器）の使用方法を学ぶなど、もしものときの蘇生

法について、参加者たちは真剣に取り組んでいました。

人の命の大切さを認識しよう
上三川いきいきプラザで普通救命講習会

竹とんぼを作製する子どもたち

手作り竹細工で遊ぼう
上三川いきいきプラザで竹細工教室

　11月30日、上三川いきいきプラザで竹細工教室が開催

されました。

　ボランティアの協力の下、参加した子どもたちは、普

段使い慣れない、小刀やきりなどを使い、竹とんぼや竹

笛などの竹細工を一生懸命に作製しました。作った竹と

んぼを飛ばすと、子どもたちは喜んでしました。

　11月29日、上蒲生北部公民館で、上蒲生北老人会によ

る「輝きの文化祭」が開催されました。

　会員による、創作折紙や書道、ふくべ細工など様々な

文芸作品が展示されました。

　また、日本舞踊も披露されるなど、日頃の創作活動の

成果を発表。会員は、有意義な一日を過ごしました。

日頃の成果を披露
上蒲生北老人会が「輝きの文化祭」を開催

展示された文芸作品
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消防団応援歌DVD制作
消防１-３OB防災会が制作

　消防１－３OB防災会は、消防団の活動を多くの人たち

に理解していただくため、消防団応援歌「レインボーシ

ャワー～虹色の放水～」のDVDを自主制作しました。

　内容は、応援歌をバックに消防団員の様々な活動を紹

介するものです。この作品は、宇津木輝男さん（西汗上

東）が独自に制作したものなので、公に上映することが

できます。DVDは役場（交通防災係）に置いてあり、希

望者には貸し出しも行っています。消防団の応援歌「レインボーシャワー」

新しいテントで新鮮野菜を販売
上三川いきいきプラザ農産物直売所リニューアルオープン

　６月からスタートした上三川いきいきプラザ農産物

直売所が、新しいテントなど直売するための施設が完

成し、リニューアルオープンされました。

　12月７日から新しいテント等使用し販売を開始。こ

の冬一番の冷え込みとなったこの日は、朝早い時間に

もかかわらず、大勢のお客さんが訪れ、新鮮な野菜を

買い求めていました。上三川いきいきプラザ農産物直

売所は毎週日曜日の朝、野菜の販売を行っています。 新しいテントでの農産物販売

　12月８日、高齢者の交通事故防止の緊急対策街頭啓
発活動。また、11日からは年末の交通安全県民総ぐる
み運動が行われ、下野地区交通安全協会女性部会上三
川支部が、８日と11日に町内のスーパーで啓発活動を
実施しました。
　毎月８日は、自転車利用強化の日と県で定めており、
12月に入り、県内で高齢者の交通死亡事故が多発して
いることから、緊急対策の一環としてチラシを配布。
自転車で買い物に訪れた人に、「交通事故に気をつけ
てくださいね。」と声をかけていました。

交通事故を未然に防ごう！
街頭啓発年末の交通安全県民総ぐるみ運動

買い物に訪れた人にチラシを配布し啓発

あやとりにいざ挑戦

　12月10日、大山コミュニティ運動広場で、明治小学

校３年生が昔遊びの体験授業を受けました。

　この授業は総合的な学習の一環で、昔の生活につい

て学ぶため、地域の高齢者にお手伝いいただき、竹馬

やお手玉などの昔遊びを体験しました。あやとりでは、

「熊手」などができると、子どもたちは喜んでいまし

た。

昔遊びを体験！
明治小学校３年生が昔遊び体験授業
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　11月26日、本郷中学校３年生の鶴見桃子さん（上郷４区）

が、第28回全国中学生人権作文コンテストで法務省人権擁護

局長賞を受賞し表彰されました。

　「視線の温度」という題で、視覚障がい者の視点に立った

作文で見事賞を受賞しました。

第28回全国中学生人権作文
コンテストで法務省人権擁護局長賞

鶴見桃子さん

　11月22日、栃木県総合文化センターで、本郷中学校３年生

の高田真佑さん（東汗東）が、第５回「新聞を読んで」感想文

コンクール（下野新聞社等主催）で最優秀賞を受賞し表彰され

ました。

　「亡き人をしのぶ『八月』」という題で、終戦記念日の新

聞記事をテーマにした作文で見事賞を受賞しました。

第５回「新聞を読んで」感想文
コンクールで最優秀賞

高田真佑さん

　11月12日、栃木県総合文化センターで、第42回栃木県交通

安全県民大会が開催され、本郷中学校２年生の高橋琴葉さん

（美里）が、平成20年度交通安全に関する作文で優秀賞を受賞

し表彰されました。

　「交通事故の重さを知って」という題で、身近に起きた交

通事故をテーマした作文で見事賞を受賞しました。

平成20年度交通安全に関する作文で
優秀賞

高橋琴葉さん

巡回バスに乗って社会勉強！
本郷小学校２年生が巡回バスを利用し校外学習

　12月11日、本郷小学校２年生が巡回バスを利用し、校

外学習を行いました。

　『私の見学ノート』という社会の授業の一環で、巡回

バスを利用し、上三川いきいきプラザを見学。巡回バス

やいきいきプラザの説明を受け、ノートに思い思いの感

想を書いていました。子どもたちからは、「巡回バスは

とても楽しくて気持ちよかった。」と好評でした。
手をあげ元気な声で巡回バスを迎える小学生たち
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本郷中学校が「キャリア教育」
実践校として文部科学大臣表彰

　11月22日、「キャリア教育」の実践が認められ、

文部科学大臣から表彰されました。

　本郷中学校では、平成15年から実践計画を作成

し、「キャリア教育」を実施。自立心や考え方の育

成をめざした「ライフスキルに関わる学習」を導

入し、キャリア教育の実践校としてその実践が認

められました。

本郷中学校の「ライフスキルに関わる学習」の様子

県警本部長・県交通安全協会長表彰

　11月12日、栃木県総合文化センターで第42回

栃木県交通安全県民大会が開催され、交通安全対

策功労者として秋山幸さん（愛宕町）、佐藤トシ子

さん（三本木）が表彰されました。

　秋山さんは、上三川町交通安全母の会会長とし

て普及啓発活動を推進され、佐藤さんは、交通指

導員として長年、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。

　10月24日（金）、宇都宮市文化会館で、交通安全

功労者団体・優良運転者等表彰式が開催され、

交通安全功労者として高山正さん（上町）が、表彰

されました。

　高山さんは、下野地区交通安全協会上三川支部

役員として長年、交通安全対策の啓蒙活動に積極

的に取り組んでこられ、その功績が認められたも

のです。

高山　正さん

交通安全対策功労者知事表彰

秋山　幸さん 佐藤トシ子さん

障害者自立更生等厚生労働大臣表彰
　12月３日、厚生労働省で、障害者自立更生等厚

生労働大臣表彰更生援護功労者として木村雄三郎

さん（上町）が表彰状を授与されました。

　木村さんは、栃木県肢体不自由者親の会会長、

全国肢体不自由者父母の会委員として、障がい者

が安心して生活できる福祉社会の構築に寄与し、

その功績が認められました。

木村雄三郎さん
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