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シンボルマーク
　80名の方から107作品の応募
があり，厳正な審査を行った結
果，川原弘美様の作品が採用さ
れることになりました。
　子を抱く姿，人と人が助け合
う姿がデザインされています。

宇都宮市自治会連合会結成50周年
当連合会は昭和41年に「宇都宮市自治会連絡協議会」を結成，昭和56年には「宇都宮市自治会連合会」に改称し，

半世紀となる“50周年”を平成28年に迎えました。
自治連だより第51号・第52号でお知らせをしてきましたが，この50周年を記念して式典の開催及び記念誌の発行

について平成27年度に実行委員会を発足し，内容を協議してまいりました。
式典は平成28年10月27日，栃木県総合文化センターにおいて１,000名を超える自治会関係の方々にご参加をいた

だき，来賓祝辞，市長表彰・感謝状，シンボルマークデザイン発表・表彰，大会宣言，記念講演が行われました。
記念誌においては企業等の皆さまから発行にご協賛をいただき，各地区の活動の紹介と連合会の変遷などを掲載

し，平成29年３月１日に発行をさせていただきました。
今号は“50周年記念特別号”として式典開催の様子と記念誌をご紹介いたします。

記念スローガンとシンボルマーク
実行委員会の中で記念スローガンと当連合会のシンボルマーク作成の検討がなされ，スローガンについては委員会

で選定，シンボルマークのデザインは公募となり，それぞれ下記のとおり決定いたしました。

記念スローガン

「絆と共助で築こう 
みんなの自治会」
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記念講演

式典会場は栃木県総合文化センター，メインホール

オープニングを飾っていただいた宇都宮市消防音楽隊の皆さま
式典パンフレット

福田富一知事 五月女裕久彦県議会議長

金田貞夫連合会長

渡辺道仁市議会議長佐藤栄一市長

記念式典
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代表で表彰を受けられた
池田裕文様

代表で表彰を受けられた
直井一夫様

代表で表彰を受けられた
沼部和弘様

代表で表彰を受けられた
緑４丁目，上野秀雄会長

受彰者の皆さま
❀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，地区連合自治会長を２年以上在任し退任された方，自治会長を11
年在任，５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】 　３名（敬称略）
池田　裕文（国本） 薄葉　　茂（桜） 宇佐美文英（戸祭）

【11年在任した自治会長】　19名（敬称略）
平山　富久（河内） 卯栁　玄重（清原） 馬場　　敬（国本）
絵面　崇男（国本） 小峯　隆藏（桜） 添田　　亘（桜）
杵淵　　広（宝木） 中島　正雄（戸祭） 稲葉　　博（戸祭）
北野　　茂（富屋） 岡田　晃司（西原） 丸山　哲夫（西原）
中山　剛夫（西原） 坂本　　昭（西原） 小川宣太郎（東）
北原　　勉（富士見） 夏葉　倶尚（緑が丘） 直井　一夫（峰）
徳田トシ子（簗瀬）

【５年在任した自治会長】 　34名（敬称略）
石塚　　毅（今泉） 秋山　重吉（清原） 阿久津秀人（清原）
井本　喜良（清原） 降幡　　敏（五代若松原） 日渡　正文（桜）
高久　　哲（篠井） 高橋　保夫（昭和） 和田　幸雄（姿川）
佐久間昌平（雀宮） 根岸　亨男（雀宮） 斎藤　高藏（中央）
南　　將人（中央） 斎藤　一昭（中央） 伊沢　　敏（戸祭）
大橋　好守（西） 小室　秀和（錦） 渡邊　勝浩（錦）
篠原　安男（錦） 沼部　和弘（西原） 君嶋　隆良（西原） 荒川　良一（西原）
増渕好次郎（東） 柏崎　和之（東） 岩瀬　晴雄（富士見） 川村　　明（富士見）
石原　好八（瑞穂野） 関塚　弘昭（宮の原） 牧　　　功（御幸ヶ原） 福原　敬冶（簗瀬）
池田　高明（陽光） 室井　　光（陽東） 鈴木　竹夫（陽南） 及川　慶吾（横川）

❀自治会活動表彰
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，本年度は下記の30自治会が表彰さ
れました。

宿郷東（今泉） 岡本駅前一区（河内） 新里団地（国本）
簗瀬五丁目東（城東） 田下（城山） 城西ニュータウン（城山）
幕田町西（姿川） 西川田町東武下原（姿川） 鶴田町中部（姿川）
中島町（雀宮） 西田（雀宮） 宝木団地（宝木）
宝木地区細谷（宝木） 天神（中央） ニュー富士見ローズタウン（豊郷）
長岡町（豊郷） 四条町南部（西） 今泉中妻（錦） 東塙田六区（東）
大曽三区（東） 住吉陽西通り（富士見） 鶴田東原南部（富士見） 峰町第三（峰）
西原旭陵（宮の原） 三の沢北（明保） 今宮１丁目（陽光） 緑４丁目（陽光）
宮本二（陽南） 松鶴（陽南） 下栗一丁目（横川）
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佐々木英明様

塚原 誠様飯島正裕様川原弘美様

❀市長感謝状贈呈
宇都宮市が地域の活動促進に貢献した方に対し感謝状を贈呈するも

ので，宇都宮市自治会連合会の元会長と前会長の２名の方々に市長よ
り感謝状が贈られました。
　　佐々木英明（元宇都宮市自治会連合会会長）
　　板橋　英忠（前宇都宮市自治会連合会会長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

❀シンボルマークデザイン表彰
　　川原　弘美（最優秀賞）
　　飯島　正裕（優秀賞）
　　塚原　　誠（優秀賞）
　　　　　　　　　　　　（敬称略）

記念講演
演題　『補欠選手はなぜ金メダルを取れたのか
　　　～いつでも「いい仕事」をするための思考法～』
講師　五十嵐久人氏
　　　　オリンピック金メダリスト
　　　　新潟大学名誉教授
　　　　国際大学スポーツ連盟理事

五十嵐氏は宇都宮市生まれ。小学校５年生から体操を始め，作新学院では国体への出場は叶いませんで
したが日本大学へ進学し，体操選手として練習を積んでいました。

皆さん，1976年のモントリオール夏季五輪での体操男子総合の逆転劇をご存じでしょうか。エース笠松
茂の病気欠場が決まり，“七番目の補欠”である五十嵐氏が出場し演技を披露することになりました。急遽
にも拘らず安定した演技によって，日本は初日首位のソ連（当時）を逆転し，金メダルを獲得したのです。

現在は新潟大学名誉教授，国際大学スポーツ連盟理事，日本ユニバーシアード委員会副委員長を務めら
れ，著書『補欠選手はなぜ金メダルを取れたのか（中央公論新社）』では「いつでも前を向くための思考
回路，表舞台にいない人たちに〈そのとき〉のために何をするべきかのヒント」を伝えるなど積極的に活
動されています。

宇都宮市出身の金メダリスト五十嵐氏から，記念となる貴重な講演を伺うことができました。

− 4−



50周年記念誌
宇自連の変遷や寄稿，地区それぞれの活動紹介などを掲載いたしました。
一部をご紹介いたします。

『宇都宮市制120周年記念　
平成28年度 栃木県自治会連合会 会長研修大会』に参加
　平成29年１月27日，標題の会長研修大会に参加をしてまいりました。

今年度は宇都宮市が開催地となり，栃木県総合文化センターを会場とし
て開催され，県内各市町の自治会長等約400名が参加いたしました。

永年，地域活動に功労された自治会長に栃木県知事及び県自連会長から
それぞれ表彰状が贈られ，研修会では「地域防災活動とは　東日本大震災，
あの日あの時」防災アドバイザー　吉田亮一氏の講演が行われました。

宇都宮市では，下記の46名の方々が表彰を受けられましたので，お知
らせいたします。

【県知事表彰】（自治会長在任14年以上） 　23名（敬称略）

佐藤　尚男（簗瀬） 古澤　勝司（清原） 坂井　治夫（中央） 土田　冨夫（城東）
池嶋　邦男（西） 加藤　　進（瑞穂野） 森山　和則（横川） 本多　敏男（戸祭）
橋詰　　登（錦） 十河　敏之（姿川） 中川　雅雄（陽南） 佐々木三郎（細谷）
坂本　節子（宮の原） 益子　則行（御幸） 岩上　光宏（宝木） 戸村　兼男（錦）
琴寄真之助（西） 津川　辰雄（西） 木村　昇二（姿川） 大河原照夫（中央）
菊地　敏秀（錦） 谷田貝賢司（陽南） 小川　　勉（中央）

【県自連会長表彰】（自治会長在任10年以上） 　23名（敬称略）

小野　義一（石井） 福田　純子（泉が丘） 安齋　光男（上河内） 入江　基男（国本）
池田　裕文（国本） 髙山　幸江（五代若松原） 今井　キヨ（桜） 小笠原正謹（桜）
半田　精一（桜） 髙橋　　勇（城東） 大久保恒夫（宝木） 真貝　　宏（中央）
安藤　泰次（中央） 坂本　　登（豊郷） 和田　紀夫（西原） 小島　弘義（東）
岡村　光教（富士見） 片見　　浩（富士見） 鈴木　恒雄（富士見） 藤原　由房（御幸ヶ原）
舟本　　肇（御幸ヶ原） 和智　　朗（明保） 吉澤　輝順（簗瀬）
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「もったいない残しま10 !」運動はじめよう!!
　宇都宮市の家庭から出る生ごみの半分以上
（54.1％）が，まだ食べられるのに捨てられて
しまった食品（もったいない生ごみ）です。
　「もったいない生ごみ」を削減するため，「もっ
たいない残しま10!」運動に御協力ください。

実際に賞味・消費期限切れなどにより，
未開封で廃棄された食料品の一部

もった
いない

!!

てん

　自治会・団体の施設や地区の
文化祭などのイベントで，のぼり
旗の掲出にご協力いただける場合
は，市環境政策課へ！

【問合せ】 宇都宮市環境部環境政策課
  TEL 028 -632-2409

取組内容はコチラ!!

■食材は10割使い切る，料理は10割食べ切る！

■毎月10日を「残しま10!の日」に設定。10日は
　 冷蔵庫をチェックして，食材管理をしよう！

■宴会で「残しま宣言」。開始10分・終了10分
　料理に専念して残さず食べよう！

「もったいない残しま10!」
運動のぼり旗はコチラ!

「もったいない運動」の
情報はコチラから

編集後記
　50周年記念事業の式典開催と記念誌発行も無事に
終わり，会員の皆様にご報告ができ，ホッとしてお
ります。
　50年とは，それぞれ１年ごとの積み重ねで本当に
いろいろなことがありました。それを記録として次
代に残せたことがとても嬉しく思います。
　記念誌が今後の自治会活動に役立つものと期待し
ています。

 お知らせ
　平成29年度の全市一斉清掃日が決まりましたの
でお知らせします。

　第１回　５月28日（日）
　第２回　10月15日（日）
　第３回　12月10日（日）

発行：宇都宮市自治会連合会
〒320-8540　宇都宮市旭１丁目１番５号
宇都宮市役所　みんなでまちづくり課内
TEL・FAX（兼用）（028）632−2289
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