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西富岡夏まつり
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～恒例の「夏まつり」を三町内会が実施～

富三地区のうち、富岡西部 。西富岡 。ひかりが丘
町内会では、毎年8月、単位町内会毎に特徴のあ
る「夏まつり」を実施します。

に,ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ引

爵

町内会年中行事の中で最大
のイベントであり、その準

備には時間を要しますが、

夏休み中の子どもたちは、

あちこちでお祭りが楽しめ

て喜んでいます。懐かしい

反人や幅広い世代が一同に

会しての、年に一度の夏ま
つり会場には大勢の人が集

まり、どこも大盛況でした。
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三町内会の「まつり」の特徴を、取り上|ず、二面にわたり報告します

「富岡西部なつまつり盆踊り大会」

8月 3日 (土)富岡小学校校庭 16時半～20時
富三地区で最も多くの世帯数で構成される西部町内会では、富岡小学校の校庭にテントを

張りめぐらし、やぐらを組んで夏まつりを実施します。出し物はお祭り囃子演奏、富岡小

ソーラン・富小和太鼓演奏等。盆踊りでは大人だけでな <、 子どもの曲も選曲し多くの方

が車甫に入つて踊ります。カレーライスや焼そば、生ビール、ソフ トドリンク、聖星学園か

ら購入したお菓子などの販売、子ども達と遊 ls~ヾゲームコーす―では、ケアプラザ職員の

万々が手伝いをして、地域との一体感が感じられます。

恒例のビンゴ大会の後、今年は花火も復活して

盛大なフィナーレとなりました。
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富岡西部

なつまつり盆踊り大会

ひかりが丘町内会

第38回 盆踊り大会
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|～恒例の「夏まつり」を三町内会が実施～

雖 き
8月 3日 (土)富岡第五公園 15時～18時

西富岡町内会は東日本大震災を機に、明るい時間帯

の夏まつりに変更となりました。焼きそば・カキ氷、

飲み物などの食べ物店とお菓子つかみどりやヨー∃―

輪投げビンゴなどのゲームのお店はいつも大繁盛で、

用意した品は今年もすべて完売しました。

西富小3・ 4年生によるソーラン踊り、

富中吹奏楽部、ゆかた姿の氷取沢高校ジャズ部の

皆さんによる演奏を楽しみに、訪れる方も増えました。

保護者の方も多く、狭い公園内が人で溢れます。

生徒の発表を外部から見に来る

そして最後の大抽選会は町内の万

だけとなり、 1等 1万円の商品券

の抽選が終わるまで盛り上がりま

す。今年の抽選応募は281枚、

107本 の賞品が皆さんの手に渡

りました。 明るいうちに片づけも

済んで、大成功 |

「ひかりが丘町内会 第38回 盆踊り大会」

8月 17日・18日 ひかりが丘公園 18時半～20時半

歴史のあるひかりが丘町内会の盆踊り大会は、

町内会倉」設当時地域のつながりを深めることを

目的として始められ、8月後半に行われます。

西富小ソーラン踊りをはさみ、盆踊り中山のま

つりとして行い、太鼓を囲んで、大人も子ども

もすすんでやぐらに上がって踊ります。中心に

なる大人たちは揃いのゆかたを着て踊り、まつ

りの雰囲気を盛り上|ザます。

会場のひかりが丘/AN園のすぐ隣に町内会館があるため、

一日目が終わると、必要に応じて機材を会館内に撤収

出来るので、二日にわたり行える大きな要因にもなっ

ています。 焼きそば、かき氷、生ビールなどの店や、

子ども達とのSヽれあいコーナーなど、昔の祭りの趣き

が感じられます。

◎富三地区のうち、桜ヶ丘B」 内会は4月 に「桜まつり」、北部町内会は11月 に

「ふれあいまつり」を計画。どの「まつり」もふるさとの思い出の1ページとなるでしょう。



富三地 区計 画から

地域ぐるみで

子育てできるまちづ<り

撃L幼児・児童の

見守りや交流の場

「富岡すくす<広場 七夕まつり」

7月 5日の「す<すく広場」では、大きな竹

と手4乍 りの飾りを用意し、みんなで七夕かざ

りを作りました。願いごとを書いた短冊をつ

るしたあとは、いつもと違う布おもちゃも

使つて楽しく遊び、最後は全員でパラバルー

ンを膨らませて、よちよち歩きやハイハイ

の子ども達も大興奮でした。

この日の参加は25名の子どもたちと

その保護者の皆さん。帰りには家でも

飾ることが出来るように、小さな笹と

飾りをおみや |ザに持ち帰りました。

いつも沢山の皆さんに参加していただ

いて感謝。

写真 ↑みんなでパラバルーン

←できあがった七夕かざり

◎第 1か ら第4金曜日の 10時 15分から」J時45分、富岡地上或ケアプラザ 多目的室で

実施している「すくす<広場」は○～2歳児の母と子が自由に参カロできる場所です。   |:
ボランティアが見守つていますので、安心してご参加<ださい。             ■
通常の「す<すく広場Jのほか、 12月 13日 にはクリスマス会を予定しています。   ●

町内会で取り組む 異世代交流活動  富岡桜ヶ丘町内会

「カレー タ食会」 7月 19日 (金)16時～

桜ヶ丘町内会「子供会」では、毎年夏休みが始まる

前日に「カレー タ食会」を実施しています。

子どもたちは4時から シニアクラブ「桜寿会」の

皆さんと一緒に、お手玉やメンコなどの音遊びのほ

か、スーパーボールすくいなどを楽しみました。

5時からは町内の高齢のんもお誘いし、カレーライ

ス、カキ氷、とうもろこし、スイカを用意して皆で

いただきました。

美味しそうに食べている子どもたちの笑顔を見てい

ると、 まわりの大人たちも笑顔になってしまいま

す。子どもと大人も顔のつながる関係が大t/T」です。写真:カ レーだぁ～い好き !
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活発な異世代交流や

高齢者のつどいの場

楽 しい「バス旅行」 富岡西部町内会 富岡せせらぎ会
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今年で7年目となった町内会行事「近郊みんな
でハイキング」を5月 18日 (土)に実施しま
した。 心地よい薫風のll■ く快0青の土曜日、新

緑が美しい氷取沢経由のこのコース、82名 (子

ども6名 )が参加して気持ち良く楽しくウォーキ
ングができました。 今年は横浜市健康福祉局

「さぁ歩こう∃コハマ」キャンペーンに参カロし

て、元気な「よこはま人」をアピールしました。
目的地の金沢自然公園で記念撮形後、ビンゴ

ゲームを楽しみ、車運搬したお弁当で昼食をと

り解散しました。

シニアクラブ「富岡せせらぎ会」は、5月 13日 (月 )に茨城 那珂

湊港と牡丹・ネモフィラ花の旅を実施しました。最初はつ<ば
牡丹園、「日本一のスケールを誇る60,OOO市の庭園にある

550種 10,OOO株の牡丹を始め、5000株 シャクヤク、バラ、

西洋シャクすゲ」は心を和ませて<れました。

昼食は大洗で新鮮な束」身定食、那珂湊港では

皆さん目一杯の買い物をして、次は国営ひた

ち海浜公園(ネモフィラの丘)を散策、公園の

大きさ・美しさに目を見張り、そしてネモ

フィラの花のブルーには驚嘆しました。お陰

様で、一同無事、無事故で帰宅しました。

恒 例 の 「 近 郊 み ん な で ハ イ キ ン グ 」 西富岡町内会

～新緑の氷取沢ウォーク～

富三地区では、6月 に、 5町内会合同で防2

最近、富岡地区や能見台地区で犯罪が1曽加

主防犯活動の実施状況を話し合い、パ トロ‐

町内会員の防犯意識のいつそうの高まリカヽ
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