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第４4回 区民ふれあいスポーツフェスティバル 

５月 11 日（土）深田公

園グラウンドにて、初夏を

思わせる晴天の下に約 600

人が参加して、スポーツフ

ェスタを盛大に開催する

ことができました。また、

お忙しい中、八木衆議院議

員、神谷県会議員、深谷市

会議員、そして大勢の来賓

の方にご臨席賜り感謝申

し上げます。 

 

 

 

 

 

 

競技の中で 50 メートル走では参加賞が無くな

った後でも走りたいと言ったお子さんが多く、一

生懸命走る姿に会場の皆様より惜しみない拍手が

送られていました。今回の優勝は３年ぶりに上丘

町が返り咲きました。 

最後のお楽しみ抽選会では昨年の反省から混乱

を避けるためボード掲示からアナウンス方法に切

り替えたのが良好でした。全競技を終え区民の皆

様は良い汗と思い出が残ったことでしょう。幸い

大きな怪我もなく予定通りに競技を終えることが

できました。これも体育委員の組長さんや各種団

体の皆様のご協力のおかげだと感謝しておりま

す。本当にありがとうございました。 

体育委員長 小柳 正弘 

令和 元年 

６月１日号 

元気なあいさつ 明るい地域 

上丘町内会 ３年ぶりに総合優勝 

毎年恒例のスポーツフェスタが５月 11日（土）に

八木衆議院議員及び新たな神谷県議、深谷市議をは

じめ多数の来賓を迎え、令和元年にふさわしい晴天

の中、盛大に開催されました。今年は３年ぶりに上

丘町が過去２年準優勝の呪縛から抜け、優勝するこ

とができました。 

これは上丘町内会役員の積極的な取組みと何

よりも上丘町区民の関心の強さでチームとして

一致団結した賜物だと思います。令和元年に幸

先よく優勝でき、上丘町の皆さんの健闘と協力

に感謝します。どうもありがとうございました。 

上丘町内会長  新美 賢治 
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選   手   宣   誓  

昨年優勝  田中町内会  

パン食い競走 

手を使ってはダメだよ！！ 

50ｍ走  ぼくが一番だ 

ジャンケンポン大会 

深谷市議に何で勝てるかな？ 

ハリケーンリレー ボールが出て行っちゃタ 

玉入れ なかなか入らないよぉ～ 
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スポーツフェスティバル成績結果 

順 位 町内会名 
開会式 

参加率 

ストラック 

アウト 

ハリケーン 

リレー 

障害物 

リレー 
合計 

優 勝 上丘町内会 5 7 6 5 23 

準優勝 田中町内会 2 6 7 2 17 

３ 位 深田北中町内会 2 2 5 7 16 

４ 位 深田南町内会 3 3 3 6 15 

５ 位 美山町内会 4 2 2 3 11 

６ 位 柿本北中町内会 1 3 3 3 10 

６ 位 柿本南町内会 1 5 2 2 10 

※参 加 率 1位：5点、2位：4点、3位：3点、4・5位：2点、6・7位：1点 

対抗競技 1位：7点、2位：6点、3位：5 点、4・5位：3点、6・7位：2点 

ストラックアウトの結果 

町 内 会 名  サッカー 野球 マレット 小計 点数 

上丘町内会 40 13 9 62 7 

田中町内会 25 15 19 59 6 

柿本南町内会 8 22 22 52 5 

柿本北中町内会 19 17 11 47 3 

深田南町内会 12 19 8 39 3 

美山町内会 10 11 16 37 2 

深田北中町内会 11 9 13 33 2 

ストラックアウト（マレットゴルフ） 

ナイス ショット 

ストラックアウト（野球） 

穴に向かって飛んで行け 
ストラックアウト（サッカー） 

ナイス シュート 

障害物リレー 

ラムネ がんばって飲むぞ 
障害物リレー 

ラグビーボール うまく転がって 

障害物リレー 

大きなパンツでも息ピッタリ 

上丘町内会 優勝旗授与 
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豊田市社会福祉協議会より感謝状授与 

保護司とは社会奉仕の精神をもって、犯罪をした人の改善更生を助け

ると共に犯罪の再発防止が使命です。当時の区長の加藤英治さんから保

護司依頼を受けたときには躊躇しましたが、その後は自然に当たり前の

ことを５年間やってきましたが、この度の表彰をいただいて大変恐縮し

ております。保護司の対象者は様々な環境の中で罪を犯し、法の裁きを

受けています。私と彼らの定期的な面接は自宅に招いたり、家庭訪問し

たりし、親身になって接している中で約束を破られたりし、四苦八苦し

ていますが社会復帰の一助になればとの思いで向き合っています。 

また収容されている方が釈放された時に帰住先が更生に適している

か否かの環境調査も任務であります。保護司には守秘義務があり、責任

ある言動行動に留意しながら今後も我慢強く対応して行きます。 

陸井 大司 

矢梨海岸へ 昭和会の潮干狩り 

 ５月４日（土）微風快晴の中、恒例の行事と

なっている潮干狩りに知多半島の矢梨海岸に

大型観光バスを貸し切って行きました。当日は

おじいちゃんやおばあちゃんからお孫さんま

で総勢 49 名が参加しました。今年は貝毒問題

もなく、10 連休という大型連休で多くの人た

ちが海岸に来ていました。 

田中町 花見会 

４月 29 日（日）好天に恵まれた快い日差しの中、平成最後の

田中町恒例の花見会を大盛況のうちに無事終えることができま

した。当日は区長代理の加藤鉱一さん、神谷県議、深谷市議、そ

して松永相談役にも出席していただき、盛大に開催することがで

きました。 

ゲームの賞品もたくさんあり、子供たちは多くの賞品を手に入

れ大喜び。また、ビンゴゲームでは例年になく豪華賞品を多数準

備していたため、大人も子供も非常に盛り上がりました。賞品を

もらった方は令和元年が良い年で始まったでしょう。参加された

町内会の皆様、ご協力していただいた組長さんのおかげで大変楽

しい１日となりました。ありがとうございました。 

田中東町内会長  中村 恵 

指定の網袋をいっぱいに満たした参加者は定刻

より少し遅れて会場を後にし、途中で「海鮮市場魚

太郎」にて休憩を兼ねてお土産を買いました。心配

された大渋滞にも合わず、午後 4時頃には無事に深

田山公会堂に到着しました。その日は各家庭で美味

しいアサリ料理が堪能できたでしょう。 

なお、昭和会では自治区へのボランティア活動に

興味がある方の募集をしています。公会堂事務所ま

で連絡をお願いします。 
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新年度 第１回 深田山自治区 組長会 

４月 13日（土）朝から快晴で暖かい中、深田山

公会堂大ホールにて来賓に神谷県議、深谷市議候

補を迎え、第１回組長会が開催されました。 

石川区長から組長さんの職務概要についての説

明があり、また各担当の副区長からは住民台帳、

区費納金業務そして配布物等の説明があり皆熱心

に聞いていました。新組長さんからも質疑があり、

非常に実のある組長会となりました。 

にこにこクラブ 花見会 

 ４月１日（月）石川範明区長を来賓に迎え、

深田山公会堂大ホールにて、にこにこクラブの

花見会が開催されました。会長のあいさつに続

き、皆勤賞の７名の方々が表彰されました。そ

の後、余興が始まり、日本舞踊歴 20 年で名取

の江坂礼子さんの踊りが披露され皆さんが見

とれていました。 

昭和会 美化活動＆花見会 

３月 31日（日）強風

が吹きすさび肌寒いな

か、朝から会員が田中、

深田、柿本の３地区の

グループに分かれて道

路等に捨てられたゴミ

を拾いました。回収し

たゴミは10袋程になり

分別をし、美化活動を

終了しました。 

その後はふれあい広場にて、前日より仕込んだ

もつ鍋やオードブルそして寿司を食べながらの

花見会が開催されました。途中から強風になり、

雲行きが怪しくなって小雨が降ったりしました

が、寒さも気にせず花見会をやりました。おかげ

で会員相互の親睦をはかることができした。 

自治区へのボランティア活動に興味がある方を

募集しています。公会堂までご連絡を、特に平成生

まれの若い方は大歓迎です。 

その後は詩吟が披露され、さらに神戸哲さんによ

る「がまの油」と「バナナのたたき売り」の口上に

多くの笑い声が会場に響き渡りました。特に「バナ

ナのたたき売り」では一房 50 円から 100 円という

破格値で買われた会員は大喜びでした。最後はちら

し寿司を食べながら談話に花が咲いていました。ス

タッフ 14名と OB１名の皆様大変ご苦労様でした。 
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６月１１日（火） 逢妻まもる隊定例会 

６月１６日（日） 春の環境美化活動 

７月 ６日（土） 元町工場おいでん祭り 

７月１１日（木） 夏の交通安全市民運動 

８月 ３日（土） 区民ふれあいサマーフェスタ 

８月 ４日（日） 予備日 

９月 ８日（日） 自治区敬老会 

編集後記 

自治区三大行事の１つの春の「スポーツフェ

スタ」が諸団体や区民のご協力の下で無事終了

する事ができました。大変ありがとうございま

した。また新元号の令和が５月１日より施行さ

れました。この新しい年が区民の皆様方の健康

と幸福であることを祈念申し上げます。（美） 

深田山消防団員へ表彰式 

 ２月 24 日付けで柿本町在住の原匠さんは消防団使命の達成に

努め、他の模範となり、藤村豊田市消防団長より表彰されました。 

原さんは大学生時代からボランティアで消防活動にかかわり

福岡県で３年半、豊田市柿本町へ移住して３年半消防団員として

深田山自治区の防災・防犯に尽力しています。本年度は第１方面

隊第３分団第３部の班長として活動をいたします。 

深田山の消防団員は他の逢妻コニュニティーの自治区より少

ないです。防災・防犯活動に協力してくれる団員を募集していま

す。深田山公会堂事務所まで連絡をください。 

平成 30年度 永楽クラブ総会＆誕生日会 
３月 18 日（月）来賓に深田山自治区の岩田区長

を迎え、深田山公会堂大ホールにて永楽クラブの総

会と誕生日会が開催されました。総会では任期満了

に伴い新役員の方々が紹介承認され、新会長に深田

町の大島敏彦さんが就任しました。今後大島会長の

下で益々永楽クラブが楽しい会となるでしょう。ま

た退任された橋本会長さんや役員の方々は大変ご苦

労様でした。 

引き続いてその後は 12 月～１月生まれの方々37

名の誕生日を祝して、大正琴の音色に合わせて「誕

生日おめでとうの歌」を歌い誕生日会が始まりまし

た。会場では手作りの惣菜等を食べながら、会員相

互の親睦がはかられました。最後はビンゴゲームが

田中町ゴミステーション リニューアル 

 田中町４丁目のエステート小林 Aの角にあるゴミ

ステーションが古くなり、見栄えも悪くなったため

かマナー違反が多く見受けられるようになりまし

た。この度、組長の江藤さんを始め数名のメンバー

で写真のような立派なゴミステーションに再生しま

した。不法投棄の防止、環境美化の向上に取り組ん

だボランティア活動には頭の下がる思いがします。

大変ありがとうございました。 

田中東町内会長  中村 恵 

あり、大盛況の中で誕生会日が無事終了しまし

た。なお、今年度 7名の方が永楽クラブに入会

しました。 


