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多世代が交流 し支え合う「まち」

「仲間づくり」「つながりづくり」

に取り組みます

年東年始の『ももつき大狡』

ひかりが丘町内会

活躍した竃やお釜

が役立ち、以前よ

り短0寺間でもち米

を蒸かすことがで

きました。

富岡西部町内会

H27年 12月 13日

「年末餅つき大

会」は、lpJ年通り

町内会館でみんな

で実施しました。

秋の炭火焼大会に

H28年 1月 9日、新春恒例の「餅つ

き大会」が西部町内会館で多数の来

場者(227名 )を迎え盛大におこなわ

れました。 今年は、富岡中学校野

球部の生徒さんが参加、また実行委

員や校タト委員の方長のご協力もいた

だきました。

子どもたち、若しヽ家族、高齢者が集い、楽し<つ
ながる場として冬季は「もちつき」が人気です。

富三地区の5町内会それぞれが約40kgの米を用

い、年末 。年始にもちつき大会を開催します。身

近な矢□り合いを増やし、日ごろの仲FB3が懇談する

場として、春夏秋に実施する他の行事と同様、多

<の世代の人が参力8し楽しみます。

富岡北部町内会

H28年 1月 9日

快晴の第三/AN園で

「おもちつき」で

す。子どもからシ
ニアまでみんなで

楽しみました。 楽しい「おも

ちつき」は年

2回でも・・

との話もでて

います。

:

鉤

富岡桜ヶ丘町内会

H28年 1月 10日 富岡

第二/AN園で桜ヶ丘町

内会恒lp」 の「もちつ

き大会」が開催され

200名以上の
老若男女が集まり子

どもたちも大人に手

ほどきを受けながら

なれない手つきでし

たが一生懸命がんば

りました。

西富岡町内会 H28年 1月 16日「新年

餅つき大会」が実施さ

れました。今回購入し

た石臼での真つ白なお

もちは皆さまに喜んで

いただきました。

子ども用木日では子ども達が

餅つきを体験し、掲きたての

お餅で大福を作つて大切に持

ち帰りました。



富三地区計画から

5町内会が一堂に会する多世代交流

バーベキュー大会

町内会単位の活動は、身近な矢□り合いが集ま

り盛り上がります。一方「町内会対抗で競

う運動会」や、「地区外に出かけ楽しむ

バーベキューやみかん狩り」は、5町内会
が合同で活動します。藁勧機餐摯拶嫁争

平成27年9月 6日 (日 )野 島公園で実施

小学生115名、未就学児52名
中高生大人254名が集まって

バーベキューとビンゴゲームを

楽しみました。

炭火炉は各町内会ごとに別れま

すが、お互いに炉を訪問して歓

談し、参加者が一堂に会 しての

ビンゴゲームでは番号の発表に

一喜―憂する姿が見られました。

あつちの炭火炉
こつちの炭火炉

輸になって食事 ビンゴゲーム

スポーツフ土ステイバル 平成27年 10月 18日 (日 )西 富岡小校庭で実施

毎年 10月スポーツの季節に実施

する5町内会対抗の行事です。

各町内会から100名を超す人が

参加 しました。多<の競技が大

人と子どもの混含種目で成り

立っていますので、みんなの協

力・団結が必要です。

近年少な<な つたとい

われる地区の運動会で

すが、走って、応援 し

て、笑つて、力を含わ

せて勝利をめざした秋

の一日は、′b地よい疲

れと共に終了しま した。

三人四脚

選手宣誓
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子どもリレー

ノマン食い競争

獲得点数



富三地区計画から

町内会 新しい多世代交流行事
伝統ある行事を受継ぐ交流

最近スタートした新行事は、公園利用の

「焼き芋大会」と「炭火焼き大会」です。
これは地域のお父さんたちが立ち上げた活

動です。一方、「おまつり」は伝統的な行

事ですが、子どもも成長し入れ代わります。

常に新しい「多世代交流」が続きます。

ひかりが丘町内会  「焼き芋大会」/「秋の炭火焼き大会」(ひかりが丘/AN園
)

「焼き芋」はH27年3月 22日 に、開催されました。 焼き

芋以外にお餅も登場し、バすす、マシュマロ焼きも。

子どもから大人まで大勢参加しました。

「炭焼き」はH2了年は11月 22日
に開催され、子どもたち、家族ぐるみ、他町内会の方も含め

て大勢の方が集まり、用意したさんま、とうもろこしなどに

舌鼓。 薪を使い、新し<町内会で購入した釜で炊いた握り

飯も大好評。公園に交流の笑顔があむ、れました。

富岡西部町内会  「富岡八幡宮秋季大祭」

H27年は9月 26日 に宵宮祭、27日 に本祭りが執り行われました。山車、子ども神輿

大人神輿の渡御、おllk子の演奏にと子どもからお年寄りまで多<の皆さまに楽しんでい

ただきました。伝統ある行事は新しい世代に受け継がれ、毎年続く地域の重要な催しと

なっています。    議 .、 _
子どもたちも大活躍

富岡北部町内会 秋の「ふれあいまつり」 (H26年は/AN園、H27年は町内会館 )

H26年 11月 22日、快晴の富岡第三公園

で「ふれあいまつり」が行われました。

広い公園には様展なお店が並び禾□やかで

す。他町内会の夏まつりのような賑やか

さではな<、 秋の園遊会の雰囲気があり、
世代を超えての6ヽれあいが印象的です。

H27年 11月 14日 は、あいに<雨天、

町内会館で実施されました。多<の
来賓の方長と町内会のみなさまとも

雨天だからこそ一層のつながりと親

睦が図れました。



富三地区計画から
子育て

青少年育成に努める「まち」
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富岡小学校1年生「音あそびの会」に協力

H28年2月 12日 (金 )富岡小学校1年生 生

活科の授業として「音あそびの会」が行

われ、学区内に暮らすかつての子どもた

ちが集まつてお手伝いをしました。

富岡第三地区からは、地域の皆さまと民生

委員児童委員、計25名が参加して元気な

一年生と一緒に楽し<遊びました。 体育

館では、あやとり、おはじき、お手玉、ゴ

ムとび、はねつき、けん玉、グラウンドで

は、こままわし、竹とんば、たこあげが行

われ、しばし童心にかえりました。

「す<す<広場」は、富三地区の民生児童委員が主催する

幼児とお母さんたちが楽し<過ごす子育て交流の場です

す<す<広場「七夕まつり」

=.__        .__._.・ ・・'―           辮革‐=舞 `


