
町と日産自動車による「災害連携協定」を締結
　１月３１日、町と日産自動車株式会社、栃木日産自動車販売株式会社及び日産プリンス

栃木販売株式会社の４者は、電気自動車(EV)の蓄電機能に着目した「災害時における

電気自動車からの電力供給に関する協定」

を締結しました。

　この協定は、町が保有するEV及び日産

販売会社指定店舗並びに日産自動車栃木

工場から貸与されるEVを、災害時に非常

用電源として活用する体制を整え、町民の

生命及び身体の安全を守ることを目的とし

ています。

　また、町と日産自動車栃木工場では、本

協定と併せて、栃木工場内の体育館を災害

時の避難所として使用する協定を締結しま

した。

　これにより、町指定の避難所に避難者を

収容しきれない場合、町の要請に基づき、

栃木工場の体育館を避難所として使用する

ことが可能となりました。

町建設事業協同組合から
義援金

　１月29日、上三川町建設事業協同組

合から、町に義援金が贈呈されました。

　この義援金は、１０月に発生した台風

１９号に関連して贈られたもので、組合

員の中にも被災した方がいる中、少しで

も町のお役に立てればとの思いから、今

回の贈呈となりました。

　今後町では、避難所の備品などの整

備に活用させていただき、災害に備えた

いと考えています。

だるまがいっぱ～い！
　１月１９日、上三川通りで初市(だるま

市)が開催されました。会場には大小

様々な大きさのだるまが並び、多くの家

族連れなどで賑わいました。

　また、ポイントカード会による現金つ

かみ取りが行われ、たくさんの方たちが

挑戦する姿が見られました。

上三川町児童表彰式を実施
　町では、今年度から、小学校６年生を対象に「上三川町児童表彰」として賞状を授与す

ることになりました。

　２月に町内の小学校を訪問し、町長から児童へ賞状を手渡しました。

　保護者の皆様に、児童の小学校生活を振り返ることで、児童の持つ内面的な素晴らし

さを見つめ直していただき、児童に合った

表彰名を推薦していただきました。

　この取り組みは、児童に自分の個性や能

力の素晴らしさを再認識してもらうことで、

自己肯定感を高めてもらうこと、そして、心

身共に健全な児童を地域ぐるみで育成して

いくことを狙いとしています。

　町ホームページでは、表彰式の様子を掲載

しておりますので、ぜひご覧ください。

下蒲生自治会で防災訓練を実施
　１月２５日、下蒲生公民館にて下蒲生自治

会自主防災会による防災訓練が行われまし

た。

　上三川消防署員より、冬の時期の乾燥によ

り件数が増加する火災の原因や対策、火災報

知機の必要性などをお話しいただき、土のう

作成と土のう積みの訓練を実施しました。令

和元年台風第１９号の被害を受け、今後の災

害に備えた有意義な訓練を行うことができま

した。
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健康づくりの第一歩

　１月３０日、上三川いきいきプラザで、ラジオ体操講習会が開催されました。

　楽に見られがちなラジオ体操ですが、正しい動きをしっかり行うことで、様々な効果や効

能がある運動です。

　当日は、栃木県ラジオ体操連盟の田邊恭子

先生を講師に招いて行われ、「体のどの部分

を使っているかを、意識しながら体操するこ

とが重要です。」とのアドバイスがありました。

　アドバイスを受けた参加者の皆さんは、

１つ１つの動きを確認しながら体操をして

いました。

「ひまわり村のシュシュ」リニューアルオープン！
　１月１５日、「アトリエ・ド・パン・シュシュ」が「手作りサンドウィッチ＆農産直売所　ひま

わり村のシュシュ」にリニューアルオープンしました。

　地域の生産者の皆様のご協力をいただき、地域の農畜産物等を活用したサンドウィッチ

やお惣菜、新鮮野菜を販売しております。

　ぜひ足を運んでいただき、新しい「ひまわ

り村のシュシュ」をご利用ください。

▼営業日：月曜日～金曜日

▼営業時間：午前１０時～午後４時

▼住所：上三川町大字上三川５０８２－１５

▼連絡先：TEL(３８)６８２１

　　　　  FAX(３８)６８４１

下町３区でミニいきいきサロン

　１月１７日、下町３区ミニいきいきサロンが中央

公民館で開催されました。

　いきいきサロンでは、町保健師による特定健診

の結果に基づくミニ講話や、町食生活改善推進協

議会による閉じこもり予防と健康寿命を延ばすた

めの運動の実践や低栄養を予防するための講話

がありました。

　最後にはお楽しみタイムとして「お茶会」が行わ

れ、参加者同士で親睦を深めていました。

新鮮ないちごが学校給食に
　子どもたちに「食」への関心と「食」を支

える農業の役割を感じてもらうため、ＪＡ

うつのみやから地元産とちおとめが贈呈

されました。

　贈られたいちごは、１月２０日と２８日

の２日に分けて給食に出され、子どもたち

は旬の味をおいしそうに食べていました。

あれから25年・・・
　 １月１９日 、上 三 川 いきいきプ ラザ

で、阪神大震災を忘れないコンサートが

開催されました。

　震災の記憶を風化させないようにと

開催されているこのコンサートも１８回

目を迎えました。また、震災から２５年

という節目ということもあり、多くの来

場者が会場を訪れ 、出演者の奏でる心

地よい音楽に耳を傾けていました。

たべ　 きょうこ

左からJAうつのみや芝野組合長、氷室教育長、苺専門部会蓬田上三川支部長
おいしい苺をありがとうございました。
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第61回栃木県郡市町対抗駅伝競走大会
　１月２６日、県庁から栃木市総合運動公園までの往復１０区間、６０.４２kmで競う栃木県
郡市町対抗駅伝競走大会が開催されました。
　今大会は非常にハイペースなレースとなりましたが、上三川チームは、選手全員が一生懸
命にそれぞれの区間を走り抜き、昨年よりも１１分早い、総合タイム３時間２２分３９秒で総合
２７位でした。
　選手たちの一生懸命な姿は、我々町民にもたくさんの勇気と感動を与えてくれました。

１区

川田　啓仁 選手
かわだ　 あきひと

３区

阿部　裕希 選手
あべ　　　ひろき

４区

鶴見　恋晴 選手
つるみ　　れのは

５区

稲見　隆典 選手
いなみ　　たかのり

２区

片寄　帆香 選手
かたよせ　　ほのか

６区

藤原　広翔 選手
ふじわら　　ひろと

宇津木　宗光 選手
うつぎ　　むねみつ

国谷　真史 選手
くにや　 まさふみ

川上　大地 選手
かわかみ　　だいち

小平　桃加 選手
こだいら　　ももか

　橋　昴 選手
たかはし　すばる

８区

清水　太陽 選手
しみず　　たいよう

９区

建部　亜美 選手
たてべ　　　あみ

１０区

野上　善弘 選手
のがみ　 よしひろ

７区

大森　裕太 選手
おおもり　 ゆうた

図  書  館図  書  館図  書  館図  書  館 ☎ 56 7825

FAX 56 7826
 4月～9月：午前9時30分～午後7時

10月～3月：午前9時30分～午後6時30分

休館日（毎週月曜・祝日は開館）：  3月2日・9日・16日・23日・30日/4月6日・13日・20日・27日

えほんのよみきかせ

シネマタイム　毎月第 1 火曜・第 3 水曜　午後 2 時から

4 月の上映内容

・火曜午前11時「ちいさいこむけおはなしかい」

・木曜午後4時30分「いきいきプラザよみきかせ」

・土曜午後2時「おはなしひろば」

・土曜午後3時「えいごのじかんですよ」

協力：図書ボランティア

無料 ブクササイズ
3月17日(火 )　午前 9時 50分～10時 50分

対象：10ヵ月～2歳のお子さんと保護者の方

（※首が座っていてお座りができるお子さん）

申込：3月3日(火 )午前 9時 30分から受付

※運動しやすい服装でお越しください

15日（水）

「教誨師」(114分)

※4月からシネマタイムは
　第3水曜日のみとなります。

「イースターをたのしもう」

3月21日(土)午後2時から

お電話・カウンターで申込受付中

協力：上三川高校社会福祉部

　　　図書ボランティア

無料

てづくり工作会 無料

申込不要

期間：3月21日（土）～5月10日（日）

キットパスを使って図書館のガラスに絵を描きませんか？
★キットパスとは…水で消せるクレヨンのような不思議なペン
日時：3月22日（日）午後2時～3時
※絵を描く時間は15分間です。
※詳しい時間はポスター・HPをご覧ください。
※午後1時50分から整理券を配布します。
※小さいお子さんは保護者の方と一緒にご参加ください。

読書通帳

日時：3月14日（土）午後1時30分から
起震車で震度の体験ができます。（雨天中止）

避難訓練
4月1日より、館内の資料を複写する際の料金を

改定いたします。

【改定前】　1部　20円

【改定後】　1部　10円

※複写は館内の資料のみ対象となっています。

※当日の新聞・雑誌の最新号は複写できません。

※同じ複写物は1人1部までとなります。

※ゼンリンの地図は見開きの片面のみ複写可能

複写料金改定のお知らせ

不要になった本を町民の皆様にお配りいたします。
3月7日（土）午前10時～午後2時
場所：上三川町立図書館　2階視聴覚室
※今年度は公民館での開催はありません
※7月に行ったリサイクルの残数分となります
※駐車場に限りがありますので、可能な限り
　お乗り合わせてご来館ください
※本を入れる袋をお持ちください

ちょっぴりブックリサイクル

イベントはホームページやツイッターでもご案内しておりま
す。不明な点がございましたら、お電話でお問合せください。
HP：http://www.dango.ne.jp/kmnlib/
Twitter：@Kaminokawalib

としょかんに絵をかこう！

春休みに司書のお仕事を体験してみませんか？
3月28日（土）午前9時～正午
対象：町内の小学生　6名
持物：飲み物（水筒）、ご自宅の本1冊（カバーをかけます）
申込：3月7日（土）午前9時30分からカウンター、お電話にて受付
※午前11時45分からの修了式は保護者の方もご覧いただ
けます。
※2020年3月に卒業される6年生の方もお申し込みいただけます。

春休み一日司書さん

無料 申込不要

無料 申込不要

3 月の上映内容
3日（火）

「島だって夢を見る」(84分)

18日（水）

「人生、いろどり」(112分)

無料

無料

申込不要

おはなしやペープサートの
楽しいパーティーが始まるよ！
3月8日（日）午後2時から
【内容】
・かさじぞう（ペープサート）
・ねずみのすもう（影絵）　等
協力：図書ボランティア

おはなしパーティー 無料 申込不要
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