
快挙 ! 鹿沼消防署救助隊
－ 歴代最高位　吉澤隆宏消防士長 －
　8月27日に、京都市で第39回全国消防救助技術大会が
行われました。この大会は、陸上の部と水上の部、個人・
団体あわせて16種目961人の選手が、消防の基本である
安全・迅速・確実性を競うものです。
　消防署からは、救助隊の吉澤消防士長が陸上の部のロー
プブリッジ渡過に出場し、見事第３位に輝きました。16.98
秒のタイムは県内最速記録で、これまでの県勢の中で歴
代最高位、その功績により市長から表彰状が渡されました。
　吉澤消防士長は「これからも鹿沼消防署は、安心・安
全なまちづくりを目指し活動します」と力強く話していまし
た。

世界の料理教室
－ オーストラリア編 －
　９月４日、市民情報センター調理室では、国際交流協会
主催による「世界の料理教室」が開催されました。講師は、
元ＡＬＴのロザ―ン先生。「オーストラリアのお母さんは、子
どもが嫌いな野菜を何でも刻んで入れちゃうのよ」と母国
の文化や習慣を紹介しながら指導してくれました。
　今回のメニューは、羊飼いが手軽に作る「シェパーズパ
イ（ジャガイモとひき肉等のチーズ焼き）」とカステラから
作ったケーキ「ラミントン（チョコレートとココナッツを使い
残り物で作る）」でした。
　「楽しく料理ができて、とても良かったです。次回もぜひ
参加したいです」と大好評でした。

　おしゃれなエンニチをテーマに、第４回
ＴＨＥ 楽市 ｉｎ かぬまが、９月５日屋台のま
ち中央公園とまちなか交流プラザ周辺で行
われました。
　また、ネコヤド大市やまちの駅かぬまス
タンプラリー、子どもバルーン教室なども
同時開催されました。
　会場では、お囃子や和太鼓演奏、カヌ
マンショー、大道芸など多彩なイベントが
繰り広げられ、一日中、大勢の人で賑わ
いました。
　生演奏ライブには、昨年、鹿沼で行わ
れたNHKのど自慢のチャンピオン、「オプ
チミシン」が登場 ! 息のあった素敵なハー
モニーに、観衆はうっとりと聴きほれてい
ました。

　「日本女子プロゴルフ選手権大会コニ
カミノルタ杯」で優勝したプロゴルファー
の藤田幸希さんが、９月１６日市役所を訪
問し、国内メジャー大会初制覇の報告を
行いました。
　満面の笑みで優勝の喜びと今後の抱
負を語った藤田プロ。佐藤市長から栄誉
を称え、８月に新設したばかりの鹿沼市
特別賞の第１号として、木製の表彰状な
どが授与されました。
　ゴルフ専門誌のコラムなどで折に触れ
鹿沼をＰＲしている藤田プロ。新しく作製
した「かぬま特使」の名刺を受け取り、「こ
れからもどんどん鹿沼を宣伝します」と
笑顔で話していました。

こころおどるいちにち
― 夏の楽市 ―

藤田幸希プロ　メジャー大会初制覇！
－ 鹿沼市特別賞表彰式 －

水害に備えよ !
－ 土のう2,000個 －
　９月４日、消防署で（社）鹿沼青年会議所主催による土のう
作りが行われました。
　これは、水害による被害を少しでも軽減しようと企画され
たもので、青年会議所メンバーを中心に防災関係者や市民
のみなさん、約100人が汗を流しました。
　容易に持ち運べる土のうは、大雨時における水害の未然防
止や家屋への浸水防止など、応急的に使用される貴重な防災
資材です。
　猛暑の中、一生懸命作業をした結果、午前中には目標と
していた2,000個の土のうを完成することができました。みな
さんの汗がしみこんだ土のうは、今は災害時に備え倉庫に
保管されています。

さい き

吉澤隆宏消防士長（中央）

鹿沼市出身の三姉弟グループ「オプチミシン」
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伝統の関白流獅子舞を奉納
―賀蘇山神社例大祭―

　軽快なお囃子が境内に鳴り響きます。
　９月２３日、賀蘇山神社例大祭で市指定無形民俗文
化財の関白流獅子舞が奉納されました。また、太々
神楽が演じられたほか、菓子まきも行われました。
　秋の例祭に奉納される「尾ざく山の獅子舞」は、
尾ざく地区と下五月地区の獅子舞の２つの流派があり
ます。
　この日はあいにくの雨で、山門前と屋内での舞とな
りましたが、伝統の華麗な獅子舞を一目見ようと、訪
れた地元住民や観光客は、熱心に見入っていました。

還暦パワーで　激戦を勝ち抜く!
－ 還暦軟式野球選手権大会で準優勝 ―
　栃木県代表として還暦野球の全国大会に出場した
「還暦鹿沼クラブ」が見事に準優勝を果たしました。
　還暦野球は、全国に１,０００チーム以上あり、その
頂点を決める全国大会には、予選を勝ち抜いた強豪
64チームが参加しました。
　鹿沼クラブには、市内に住む６０歳から６９歳までの
３４人が所属しています。これからも体力維持と日本一
を目指して、元気にプレーしたいと力強く話していまし
た。

色づく初秋の粟野路散策
－ 第４回ひがん花ウォーク －

　粟野地区コミュニティ推進協議会が主催する「ひ
がん花ウォーク」が、９月１９日行われました。
　コースは粟野コミュニティセンターを発着点として、
彼岸花群生地を経由、遊の郷直売所を折り返す
10㎞。市内外から約100人が参加しました。
　彼岸花の開花は猛暑の影響で３分咲き程度でした
が、澄み切った秋空の下で参加者は、黄金色に輝く
稲穂や可憐な白い蕎麦の花を眺めながら、気持ちい
い汗を流していました。

安産育児の守護神
－ 伝統行事「泣き相撲」 －
　９月１９日、国の選択無形民俗文化財の「泣き相撲」
が生子神社で開催されました。この神社には、天然痘
で子どもを失った氏子が祈りを捧げると生き返ったという
伝承があります。
　子どもの健やかな成長を願う親子連れが市内外から
1,408人参加。「よいしょお、よいしょお」の掛け声の中、
鉢巻きをした元気な赤ちゃんの泣き声が境内に響き渡り
ました。また、保護者の歓声も重なり一日中活気に溢れ
ていました。

地域で盛大にお祝い
－ 県道上久我都賀栃木線・西沢バイパス開通 －

　「県道上久我都賀栃木線・西沢バイパス」の開通式が９
月７日開かれ、地域住民約１００人が道路の完成を盛大に
祝いました。 
　このバイパスは、地域の利便性や通学路の安全性向上
を目的に平成１９年度に着工し、総延長は約２㎞。神事、
式典、テープカットやくす玉割りのあと、アトラクションと
して南摩中生徒が「よさこいソーラン」を披露したほか、
南摩小マーチングバンドがパレードをして、開通に花を添
えました。 

田舎暮らしはどうでしょう!?
－ 菜園付き住宅地見学＆かぬま暮らし体験ツアー －

　9月5日、「菜園付き住宅」分譲地の見学会を兼ねた「田
舎暮らし体験ツアー」が開催されました。
　市外から参加した20人の参加者は、分譲地を見学した
後、地元自治会を中心に結成された応援団“くら～ね”
のメンバーと、地産食材を使った昼食を楽しみながら交流
しました。また、農作業体験やかぬま楽市の見学など、盛
りだくさんの一日を過ごしました。
　参加者からは「自然に囲まれ、環境が良い」「地元の人
が、とても温かく迎えてくれそう」「住むならこんな場所が
いい」と好評。加園に整備しているこの分譲地は、全１９
区画で12月15日から受付が開始されます。

が  そ  やま
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