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になりたいと夢を持ったそうです。
また，1983年にガス爆発事故に巻き込まれ重傷を負い
ながらも生き延びることができたのは，サッカーで養わ
れた力があったからこそであり，その時，
「全力を尽くせ，
尽くした者には必ずその結果が出る人生が，遅かれ早か
れ訪れる。結果を信じ行動することが，人間にとって一
番大切なことではないか」と，いかに生きるべきかを教
えられたそうです。
さらに，通信制の地球環境高校で監督を引き受け，サッ
カー部創設わずか７か月で全国高等学校サッカー選手権
大会の長野県代表を勝ち取ったことなどを伺いました。
11月16日，市役所にて自治会長大会を開催しました。
栃木SCの監督を引き受けたのは９月15日の札幌戦か
佐藤宇都宮市長と福田市民まちづくり部長を来賓に迎 らの10試合でした。７勝１敗２分の成績を収められまし
え，宇都宮市長表彰の地域自治振興功労者表彰（67名） たが講話の中で「期待に応えるのが男の仕事，答えを出
と自治会活動表彰（28自治会）の表彰状授与式と講演会 すのが男の仕事だ。勝ってほしいという気持ちに答え
が行われました。表彰された方のお名前を２頁に掲載し る。」と話されていました。
ておりますのでご覧ください。
クラマー監督のよう
講演会は栃木サッカークラブ監督（現在は監督を退任 な指導者になりたいと
し取締役）・松本育夫氏を講師に迎え，「スポーツから いう夢を実現させ，日
見たリーダーのあるべき姿」と題したお話を伺いました。 本サッカー殿堂入りを果
松本監督の講話を紹介します。1960年に日本代表と たした松本監督は，
「自
なった監督はデッドマール・クラマー監督に出会いまし 分の人生はサッカー」
た。今までコーチや先輩の体験からの指導を受けていた と話され，その姿は輝
松本監督は，クラマー監督の技術に理論が確立されたプ いていました。
レーを見せて指導する姿に衝撃を受け，このような監督

開催しました“自治会長大会”

25年度の自治会連合会の事業報告
▲定期総会（４/30）
▲新任自治会長研修会（６/16）
▲先進都市視察研修会（10/22・23）
・仙台市連合町内会長会
・気仙沼市・石巻市東日本大震災被災地
▲自治会長大会（11/16）
▲三役会（９回実施）
▲理事会（６回実施）
▲加入促進対策委員会（３回実施）
▲予算措置要望委員会（３回実施）
▲非常災害対策委員会（１回実施）
▲ブロック会（各ブロック３回実施）

先進都市視察研修会

他市からの視察対応
青梅市自治会連合会（７/１）
秦野市自治会連合会（11/28）
飯能市自治会連合会（12/20）
古河市行政自治会（26.２.６）
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意見交換会の様子（飯能市）

❀地域自治振興功労者表彰

この制度は，宇都宮市が永年，地域の活動促進に貢献した自治会長を表彰
するもので，地区連合会長を２年以上在任し退任された連合会長及び自治会
長を５年在任と 11 年在任した会長に贈られます。
【２年以上在任し，退任した地区連合自治会長】 敬称略
板橋
北條
吉田

英忠（泉が丘）
信男（宝木）
治（平石）

今井
植木
手塚

【11 年在任した自治会長】

大淵 佐門（下戸祭１丁目）
大河原照夫（御蔵町）
上野 菊雄（伝馬町）
藤牧 宗徳（花房一丁目）
笹野 歳雄（瑞穂野工業団地）
小谷野儀一（押切町）

木村
津川
菊地
岡田
益子
小川

【５年在任した自治会長】

薄久保 昭（泉が丘西）
小森
薫（根古屋）
長岡 莊六（悟理道）
入江 宏一（西大寛本町）
真船 淑和（八幡山）
七原 英男（南兵庫塚）
田村 保之（宝木町２の２）
小林 正治（二条町中部）
小西 洋子（東塙田二区）
樋山
昇（峰町第三）
石上 康夫（簗瀬４丁目）
大久保 寛（八千代東）

源一（今泉）
保夫（富屋）
毅（御幸ケ原）

入江
中野

計８名

敬称略
昇二（砥上北原）
辰雄（二条町南部）
敏秀（今泉１丁目）
家禎（南伊賀町）
則行（御幸本町中央）
進（八千代２丁目）
敬称略

池田 篤信（今泉南）
山中 隆夫（板戸町）
喜多川文也（宝木本町団地）
薄葉
茂（西原西組）
池田 正之（瓦作）
鈴木
實（西川田町南部３区）
福上 孝仁（馬場町）
松岡 明直（松が峰）
中畑
孝（細谷県住）
田野實和夫（弥生町）
鈴木 勇一（下河原町）

❀自治会活動表彰

基男（国本）
計（豊郷）

前地区連合会長表彰を代表
で表彰された吉田 治氏

岩上 光宏（宝木町１の１）
琴寄真之助（二条町北部）
戸村 兼男（今泉町５丁目）
故 吉村量寿（陽南北部）
手塚
毅（御幸ケ原町中央）
谷田貝賢司（大塚町松鶴）
計 18 名
川津 昭夫（松風台）
武田 正明（仁良塚）
岩本
徹（宝木本町宝）
七原 延元（簗瀬７丁目東）
阿部
操（西駒生）
大輪 浩康（西川田東部）
大河原秀夫（二の丸）
石橋 克己（八坂）
松川 俊夫（若草５丁目）
櫻井 幸子（吉野）
岡田 義治（今宮２丁目）

11年表彰を代表で表彰され
た岩上光宏会長

５年表彰を代表で表彰され
た七原延元会長

和氣 正夫（旭ヶ丘）
川城 郁夫（宮の内）
工藤 修一（旭２南館）
内山 正雄（六道）
坂本 順一（東原町北）
髙橋 節雄（御幸ケ原町南）
山野井 暉（今宮４丁目）
計 41 名

敬称略

この制度は，他の模範となり日頃から地道な活動を継続的に実施している
自治会に対し，宇都宮市が表彰するものです。
下組（河内）
滝の原（姿川）
下反町町（雀宮）
西中丸（宝木）
ゆたか団地（豊郷）
宮島町（東）
戸祭第２グリーンヒル
（細谷）

天王原（河内）
上欠団地（姿川）
茂原団地（雀宮）
豊郷台三丁目（豊郷）
竹林町下（豊郷）
大曽東町（東）
羽黒台（明保）

兵庫塚（姿川）
茂原西（雀宮）
宝木町１の３（宝木）
岩曽町東１区（豊郷）
花園町西部（西原）
鶴田東部三区（富士見）
球西（陽南）

旭ケ丘（姿川）
針ケ谷町上坪（雀宮）
宝木町２の２（宝木）
岩曽町東３区（豊郷）
大町（東）
上戸祭４丁目（細谷）
下栗四丁目（横川）
計 28 自治会

自治会活動表彰を代表で表
彰された鶴田東部三区自治
会 小島会長

栃木県自治会連合会 会長研修大会に参加しました。

１月 24 日，県自連加盟 20 市町の自治会長が集う，平成 25 年度会長研修大会
がさくら市氏家公民館にて開催されました。
永年地域活動に功労された自治会長に県知事・県自連会長から表彰状が贈ら
れ，その後，ニッカウヰスキー栃木工場長 久光哲司氏による講演会（演題：『栃
木から世界にはばたく日本のウイスキー』）が行われました。
宇都宮市関係では，33 名の方々が表彰されましたのでご紹介します。今後も
更なるご活躍とご健闘をご期待申し上げます。

【県知事表彰】
（自治会長在任 17 年以上）

敬称略

岩倉 健一（泉が丘北）
絵面 崇男（サマーランド） 阿部
進（西中丸）
和氣 良雄（石町）
大門
哲（旭一北部）
檜山 幸雄（新石町）
大貫 隆久（緑２丁目）
菊池 武美（鶴田宮の原北部） 荒井 善郎（東原町南）

【県自連会長表彰】
（自治会長在任 10 年以上）

加藤
勲（泉が丘１）
大久保 昭（西一の沢本町）
大橋
伸（曲師町）
大関
勇（三条町南部）
吉田 幸雄（上戸祭１丁目）
菊地
正（南中久保）

金子
司（太陽ヶ丘）
大栗 光弘（睦町北）
小川
勉（本丸）
吉川 茂男（上四条会）
大谷 和大（若草３丁目）

敬称略
上野
修（四区西）
渡邊 道仁（城西ニュータウン）
石場 久雄（松原通り）
笹島
格（河原町）
小倉 富行（宇都宮大学南）
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原田 繁男（宝木団地）
大塚 安宏（西原：陽南東部）
髙田 壽一（川向６丁目）
計 12 名
長瀧
稲葉
佐藤
永井
猪熊

泰明（西原太子町）
豊（高砂西友）
重夫（川俣町東）
久司（大曽三区）
和夫（簗瀬安又）
計 21 名

頑張っています！

自治会活動

― 出来ることから解決！やるなら気持ちよく！ ―

鶴田東部三区自治会

会長

小島

道夫

今年度の初めに新役員で話し合い，「自治会未加入世帯の加入促進」，「自治会と子ども会が一
体となって体育祭を盛り上げる」，
「高齢者も参加できる事業を計画する」の３つの目標を設定し，
活動をスタートさせました。
加入促進についてはアンケートを事前に行い，「なぜ加入してもらえないのか」の調査をしま
した。相手方の意向を踏まえて説明や質問に答えられるようにその調査票と回答文例を持ち，
各班長を中心に未加入世帯を訪問して勧誘したわけですが，活動に納得して加入してもらうこ
とで事業への協力が得られ，活動しやすくなると思います。活動の結果は３件の加入となり，
小島会長
今後も取り組んでいきます。
また，「災害時要援護者支援制度の手引き」の説明を聞きましたので自治会回覧をしたところ，新たに５名の申
込みがあり，住民が必要としていた情報であったと感じました。必要と思われる情報は暮らしに活かしていただく
よう，積極的に周知したいと思います。
“問題や疑問があれば出来る
ことから解決しよう！どうせや
るなら，気持ちよくやろう！”
と新役員で誓った４月からまも
なく１年を迎えます。それぞれ
の活動は，会員の皆様の理解と
役員の方々の協力のおかげで取
り組むことができました。皆様
に感謝をしています。
加入促進活動のアンケートと加入案内文章

自治会活動報告書

― 防災のまちづくりは地域の交流から ―

三条町南部自治会

会長

大関

勇

当自治会では，住民が安全で安心して暮らすことができるまちを目指し活動しており，今年
度の事業を紹介したいと思います。
今年度の自治会主催の防災避難訓練は，24年７月に開催した宇都宮市危機管理課の防災出前
講座と25年３月に完成した「わがまち防災マップ（宇都宮西地区南エリア）」を基本に企画し
ました。訓練は７月７日，10時に震度６の地震発生（３月11日と同等規模）を想定して，宇
都宮西消防署の協力のもと，56世帯60余名が参加して実施しました。その模様は７月15日の
大関会長
訓練反省会も含めて，NHK総合とちぎ640と首都圏ネットワークで放映されました。活動が日
頃からの防災への意識を育て，少しでも住民の安全を守るために役立てたらと願っています。
また，二条町中部自治会と三条町南部自治会が合
同で開催する「サロン ハンカチの木（ふれあい い
きいきサロン事業）」は，第６~10回が開催され，毎
回楽しみにしている参加者で和やかな交流会となっ
ています。10月にはまちづくり推進委員会主催の研
修旅行「学び舎のまち・足利」が有り，当自治会か
ら７名が参加し，交流を深めることができました。
このような交流の継続が「緊急時・災害時」にお
いて，高齢者の避難誘導など，会員相互の連携によ
る「より迅速で安全な避難」に役立つものと期待し
ています。
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４月１日は「市民の日」―記念イベントや「市民の日」限定サービスで楽しい１日―
みなさんは，毎年４月１日が「市民の日」であるということをご存知ですか？市民のみなさんが宇都宮市に
誇りを持ち，郷土愛を深めるきっかけとなるようにと昭和61年に「市民の日」が制定されました。
宇都宮市民の日実行委員会では，多くの方に「市民の日」への関心を高めていただくため，次のような事業
を行っています。

◆４月１日（火）は「市民の日」記念のつどい

～みんなで「市民の日」を祝おう～

◇時 間 平成26年４月１日
（火）午前11時45分から午後１時
◇会 場 オリオンスクエア
◇内 容 宇都宮市民憲章表彰・宇都宮市表彰贈呈式
宇都宮中央女子高等学校合唱部※による記念コンサート
※平成25年 第66回全日本合唱コンクール全国大会にて銀賞を受賞

４月１日は特典がいっぱい！
「市民の日」を記念し，市有施設の無料開放や割引等のサービスを行い
ます。４月１日に限り，宇都宮美術館や旧篠原家住宅の観覧料，宇都宮
タワーの入場料等が無料になります。
詳細は，２月28 日発行「広報うつのみや３月号」または，市ホームペー
ジをご覧ください。

◆５月18日（日）はフェスタmy宇都宮2014
～今まで知らなかった宇都宮に出会う１日～
毎年約200団体が参加する盛大なイベントです。
工夫を凝らした展示発表や，華やかなステージをお楽しみください。
◇時
◇会

平成26年５月18日（日）午前10時から午後３時
宇都宮城址公園・オリオンスクエア・オリオン通り・
まちかど広場等の中心市街地
◇内 容 模擬店（展示や販売），ステージ，
その他イベント盛り沢山！
◇アクセス 宇都宮市中央卸売市場を臨時駐車場として，
シャトルバスを運行予定（約15分間隔）
お問い合せ

間
場

※模擬店・ステージの出展・出演申込受付は，既に終了しました。
市民の日実行委員会事務局（市役所 10 階みんなでまちづくり課内）☎（632）-2288

お問い合せ

宇都宮市民の日実行委員会事務局（市役所 10 階みんなでまちづくり課内）☎（632）2288

編集後記

お知らせ

「地域活動（自治会町内会）を考える」，という地
域活動実践講座が開催され，受講してきました。
その中で，自治会の意義は「みんなが安心して住
める地域とする “ かおみしり ” になる」とあり，そ
のために「安全な暮らし・快適な環境・健康で楽し
い生活」を基本に活動しているとありました。
毎号，『頑張っています！自治会活動』（３頁）
で市内の自治会をご紹介していますが，その活動
はこの３点が基本になっていると改めて感じまし
た。自治会は安心して住める環境を作っていると
いう誇りを持って活動し，住民の信頼をいただき
たいものです。

平成26年度の一斉清掃予
定日は下記のとおりです。

第１回

５月25日

第３回

12月７日

第２回

10月19日

一斉清掃は宇都宮市民憲章推進協議会が提唱す
る「明るく，楽しく，美しいまちづくり」に協力
するものです。
清掃日が都合悪いなどがあるかと思います。そ
の際には，各自治会や班により日程を変更してい
ただくなど柔軟に対応してください。
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