
ママの子育て応援してネ !
－ つどいの広場で「かぬま”夢”談議」 －
　１０月１３日、つどいの広場「ゆーとりん」で、利
用者のお母さんたちと佐藤市長の「市長とお茶べり・
かぬま“夢”談議」が行われました。
　初めて行う子育て中の世代との対話に、市長も
やや緊張気味。あどけない子どもたちの表情にほ
ぐれた様子。笑顔を交えながら、質問に答えたり、
子育てへの支援や子どもに優しいまちづくりについ
ての提案に、真剣に耳を傾けたりしていました。
　参加者からは、「子どもと一緒に参加でき、気負
わずに話ができた」「ほかのお母さんたちの話を聞
くことができてよかった」などの意見が寄せられまし
た。

日本文化に興味津々 !　
－ グランドフォークス市学生友好訪問団来鹿 －
　アメリカのグランドフォークス市の14人の高校生が10月
６日から14日までの９日間、友好訪問団として鹿沼市を訪
れました。
　生徒たちは、市内のホストファミリー宅でホームステイを
しながら、市役所への訪問、鹿沼ぶっつけ秋祭りへの参加、
茶道体験など盛りだくさんのスケジュール。そんな中でも、
初めて触れる日本文化に興味津々で、熱心に質問をしたり
写真をとったりしていました。学校訪問では、剣道やお琴、
組子体験など伝統文化に触れながら市内の小・中学生と
楽しく交流しました。
　

　大仁田橋の開通式が１０月５日、引田地
内で開催されました。
　式典には工事関係者や地元住民など約
150人が出席し、地域を挙げて橋の完成を
祝いました。
　生活環境の向上を目的として、平成18
年度から事業に着手。幅員７ｍ、全長64ｍ
の橋が開通し、下久我から引田まで道路全
線の整備が完了しました。
　式典、交通安全祈願やテープカットのあ
と、引田囃子連の軽快なお囃子が鳴り響く
中、地域の三世代夫婦２組を先頭に、渡り
初めをしました。

　市では墨田区民との友好・交流を目的に１０月２･３日、
すみだまつり物産展に参加しました。
　墨田区とは、旧粟野町時代から防災協定締結が結ばれ
るなど３０年以上の長い都市間交流が続いています。その
ような中、今年も市内の６団体が、農産物を中心に出展
しました。
　目玉イベントの物産展には、開場前から大勢の来場者
が詰め掛け、ネギなどの新鮮野菜や漬物が飛ぶように売
れていました。
　佐藤市長も会場を訪れ、物産テント前でトップセールス
を展開。来場者に地場産品やかぬまの特色ある祭りなど
観光資源を積極的にＰＲしていました。今後もこうした都
市間の交流が盛んになるといいですね。

三世代そろって渡り初め
― 一般県道入粟野引田線・大仁田橋開通式 ―

東京スカイツリーの下、特産品販売
－ 「第３５回すみだまつり」物産展 ―

 －

自然豊かな景色を眺めながら
－ 千寿荘が新築オープン －
　日吉町に整備を進めていた養護老人ホーム千寿荘
が完成、10月13日に開所式が行われました。
　旧施設は、建築後３０有余年が経過し、老朽化が
進んでいました。また、高齢化の進行などから入所
者の増加が見込まれていました。
　新しい施設は、定員６０人の全室個室、日当たりが
良い空間になっています。また、施設内交流の場「談
話コーナー」が４室あります。建物中央の中庭では、
野外での納涼祭や餅つきなどの交流事業が行えま
す。

散歩もできる良い環境

板荷中の生徒と一緒に剣道体験 ！

きょう　  み　 しん　 しん
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２０１０  かぬま消防まつり
― ファイヤーフェスティバル ―

  10月24日、鹿沼消防署を会場に消防まつりが開
催されました。このイベントは、消防団・婦人防
火クラブ連合会・防火保安協会のみなさんによる
毎年恒例の行事です。
　会場では、分団シェフによる模擬店をはじめ、
分団対抗訓練ゲーム、小学生アイドル「モンきっ
つ !」によるファイヤーライブなど盛りだくさんの内
容でした。
　また、防災意識を高めるため、地震体験やはし
ご車搭乗体験などが催され、多くの家族連れでに
ぎわっていました。

雨にも負けず、ハロウィンウォーク
－ 高校生が考えた「駅からハイキング」開催 ―
   １０月３０日、鹿沼商工高校の生徒が考えた鹿沼の見どこ
ろ満載のハイキングコースを巡る「ウェル鹿沼 !　秋空のハ
ロウィン 2010」が開催されました。この企画は、ＪＲ東日本
との共同企画で、初めての試みです。
　ＪＲ鹿沼駅では、ハロウィンらしく飾り付けられたテントで
魔女の帽子やマントをまとった生徒たちがお出迎え。おすす
めのスポットを熱心に説明していました。
　一番の見どころは、鹿沼商工高校。日本音楽部員による
琴の演奏に耳を傾けながら、鹿沼ブランドのはと麦や試食の
お菓子でリラックス。参加者は「生徒さんたちの元気な声を
聞きながら、ウォークを楽しんでいます」と話していました。

５号が登場し、パワーアップ !
－ カヌマン記者会見 －

  １０月２５日、鹿沼のＰＲと活性化を目的に活動し
ているカヌマンの記者会見がありました。
　会見内容は、新キャラクターカヌマン５号の発表
と鹿沼活性化計画の紹介です。「イチゴの赤」「ニ
ラの青」「鹿沼土の黄」「サツキのピンク」に加え、
「木工と工業の戦士 ! 緑あふれる森林カラー」の５
号が紹介されました。
　今後は、アクション指導を受けてのヒーロー
ショー開催や、テーマソングを制作するとのこと。
我らがヒーロー「カヌマン」は、今後も各種イベン
トに出動し、鹿沼の平和のために活躍してくれる
はずです。

あっぱれ！見事な弓くぐり
－ 久野小松神社例大祭 －
　通称「久野の獅子舞」と呼ばれる一人立三匹獅子
舞が10月17日、久野小松神社で行われました。江
戸中期から住民の手で大切に伝承されている市指定
無形民俗文化財。
　境内にオガクズを敷いて作った舞台で「平庭」「笹
がかり」「弓くぐり」の３つの演目を奉納しました。五
穀豊穣、家内安全を願う「弓くぐり」の舞では、大
勢の住民が見守る中、見事に弓をくぐり貫けると、
大きな拍手と歓声が沸き起こりました。これからも末
永く継承していってほしい貴重な郷土芸能です。

まるごと加蘇を満喫
－ 加蘇コミュニティまつり －
　10月31日、加蘇地区コミュニティ推進協議会主催
の加蘇コミュニティまつりが、そば処久我で開催され
ました。
　「まるごと“かそ”楽しんで」をキャッチフレーズに
今年で 4 回目。会場には、各団体の模擬店などがず
らりと並んだほか、お囃子、和太鼓、一輪車、さつ
きドリーマーズやスウィング・トワイライト・ジャズオー
ケストラによる演奏が行われました。
　体験・展示コーナーでは、パトカー・白バイの展
示やお茶席なども設けられ、訪れた人の目と心を楽
しませていました。

コスモス祭りで秋を楽しむ
－ 花いっぱい生き生き事業 －
　清洲地区コミュニティ推進協議会主催の「コスモス
祭り」が10月24日、清洲コミュニティスポーツ施設周
辺で行われました。
　この催しは今年で３回目、約3,000㎡の休耕田を活
用したコスモス畑では、花を摘み取ったり、宝さがしを
楽しんでいました。
　会場では、焼きイモ、手打ちそばや焼きそばなどの
模擬店が並んだほか、輪投げ、水ヨーヨーつりなどの
各種ゲームが人気でした。
　また、体育館ではカラオケのど自慢大会、カウント
ダウンオーケストラ演奏会や地元サークルの作品展示
が行われ、一日中にぎわっていました。
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