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回覧

57第 号

（市庁舎から望む宇都宮城址公園）

平成31年3月

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

自治連だより
みんなの力で魅力ある自治会づくりみんなの力で魅力ある自治会づくり

平成30年度自治会長大会を開催しました
平成30年12月１日，市役所において平成30年度自治会長大会を開催しました。

佐藤市長を来賓としてお迎えし，
各地区連合自治会から多くの自治会
長にご参加いただき，宇都宮市地域
自治振興功労者と自治会活動の表彰
式，講演会を行いました。
表彰を受けられた皆様を本紙２頁
でご紹介しておりますので，ご覧下
さい。
講演会では，公益社団法人全国野
球振興会理事長であり，元プロ野球
千葉ロッテマリーンズの監督であっ
た八木澤　荘六氏による「これでい
いのか　スポーツ界」のお話を伺い
ました。各スポーツ界で様々な問題

が発覚し，世間を賑わせたことにふれ，「スポーツは体を鍛えるもの。その組織が問題を起こすとは組織が機
能していないということ。」と遺憾の意を示されました。ご自身の監督時代の
お話では，「監督の仕事は面白かった。自分の感覚でやらせてもらえる部分が
大きい。しかしその反面，怖い。チームをどう導いていくかということが仕事。」
と語られました。
現役時代は，長嶋茂雄氏を見習ってユニフォームの着こなしにこだわって

おられたこと，選手としては小柄なため，技術を磨くことに力を注いでこら
れたことなど，貴重なお話しを伺うことができました。

八木澤　荘六氏



前地区連合会長表彰を代表で
受けられた　岩戸　肇氏

11年表彰を代表で受けられた
熊倉　茂会長

５年表彰を代表で受けられた
菊地　正志会長

自治会活動表彰を代表で受け
られた宝井西自治会　齋藤　
敏雄会長
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❀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，地区連合会長を２年
以上在職し退任された方と自治会長職を５年及び11年の長きにわたり務められた方に贈られます。

【地区連合自治会長を２年以上在職し退任した方】　敬称略

前　国本地区自治会連合会会長 平野　昇一
前　五代若松原地区連合自治会会長 岩戸　　肇
前　峰地区連合自治会会長 吉田　　宏 　計　３名

【自治会長の職に11年以上在職した方】　敬称略

熊倉　　茂 （泉 が 丘 東 ３） 檜山　文彦 （花 園 町 西 部） 島田　弘二 （三 の 沢 西）
妹尾　眞之 （奈坪ニュータウン） 北村　　正 （東 塙 田 六 区） 石塚　茂雄 （宿 郷 ３ 丁 目）
中村　　明 （清原台６丁目） 鈴木　章一 （鶴田東滝の原） 荻谷　三郎 （球　　　 西）
船見　征勝 （桜　 通　 り） 吉田　　宏 （峰　 第　 一） 　　計　11名

【自治会長の職に５年以上在職した方】　敬称略

菊池　秋夫 （東　 峰　 竹） 竹内　正道 （平 松 宇 大 西） 大塚　俊夫 （戸祭第２グリーンヒル）
福田　　靖 （石　 井　 西） 斎藤　新治 （星 が 丘 西 部） 室井　健吾 （江曽島二丁目）
黒松　富枝 （石　 井　 南） 青木　保尚 （西川田町黒木橋北部） 池﨑　　隆 （宇都宮大学南）
大森　幹夫 （今　 泉　 南） 横野登代子 （茂 原 団 地） 大貫　久夫 （弥生１丁目卯月）
黒崎　　敬 （今　 泉　 東） 増渕　　隆 （雀 の 宮 上 町） 市村　和義 （西 原 宮 隠）
今井　榮一 （今　 泉　 北） 唐沢　照雄 （雀 の 宮 下 町） 高橋　廣美 （御幸ヶ原町北）
齋藤　光男 （原　　　　組） 原田　和勇 （中 河 原 町） 小黒　三郎 （簗瀬２丁目上組）
手塚　信夫 （謡　　　　辻） 鈴木　健一 （天　　　 神） 花塚　功先 （八 日 市 場）
渡邉　　昇 （稚 ヶ 坂 第 二） 蟹沢　昌宏 （三　 の　 丸） 佐藤　　征 （江曽島４丁目）
永井　　寛 （下　　　　組） 根本　裕之 （上 四 条 会） 加藤　慈郎 （江曽島５丁目）
井上　　治 （鐺　 山　 町） 黒崎　誠一 （本 郷 睦 会） 千枝　裕積 （ 　 南 　 　 ）
菊地　幸正 （上 籠 谷 町） 大野　敬治 （新町２丁目西） 菊地　正志 （大和三丁目宮町）
島田　悦男 （氷　 室　 町） 福田　　勉 （小　 田　 町） 磯田　洋志 （陽 南 中 部）
髙橋　豊彦 （四　 区　 西） 福田　利之 （上戸祭１丁目） 石濵　順一 （江 曽 島 東）
大貫　　裕 （大 寛 ３ 丁 目） 手塚　秀文 （上 戸 祭 本 町） 　　計　44名

❀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す。

宝井西 （河　内） 富士見が丘 （豊　郷） 簗瀬10丁目 （簗　瀬）
フラワーニュータウン（国　本） 青葉台 （豊　郷） 今宮２丁目 （陽　光）
下欠町 （姿　川） 大曽西町 （　東　） 江曽島５丁目 （陽　光）
天狗町 （雀　宮） 瑞穂１丁目北 （瑞穂野）
岩曽町東３区 （豊　郷） 緑２丁目 （緑が丘） 　　　　　　 計　13自治会



佐々木　英明氏
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栃木県自治会連合会　会長研修大会に参加しました
　１月25日，平成30年度栃木県自治会連合会会長研修大会が，矢板市文化会館において開催され，永年
地域活動に功労された自治会長に県知事・県自連会長から表彰状が贈られました。
また，研修会として，国際医療福祉大学塩谷病院　病院長の須

す

田
だ

　康
やす

文
のり

先生による「いつまでも元気
に自分の足で歩くために～足元からの健康づくり～」の講演が行われました。

【栃木県自治会活動功労者知事表彰】敬称略

稲葉　　博 （和尚塚南部） 小野　義一 （東 峰 南） 吉澤　輝順 （川向４丁目） 今井　キヨ （材木町中央）
中山　剛夫 （十 三 町） 真貝　　宏 （鉄 砲 町） 髙橋　　勇 （簗瀬５丁目東） 安藤　泰次 （亀 井 ヶ 丘）
小川宣太郎 （清 水 町） 小島　弘義 （八　幡　台） 藤原　由房 （御幸ヶ原町元町） 舟本　　肇 （御幸ヶ原町新町）
馬場　　敬 （野 沢 北） 福田　純子 （つ　く　し） 岡村　光教 （幸　　 町） 檜山　文彦 （花園町西部）
丸山　哲夫 （末 広 町） 坂本　　登 （山　　 本） 岡田　義治 （今宮２丁目） 船見　征勝 （桜　通　り）
岡田　晃司 （歌 の 橋 町） 和田　紀夫 （昭和通り西） 安齋　光男 （東　　 組） 　  計　23名

【栃木県自治会連合会自治振興功労者表彰】敬称略

薄久保　昭 （泉 が 丘 西） 阿部　　操 （西 駒 生） 小林　正治 （二条町中部） 髙橋　節雄 （御幸ヶ原町南）
小森　　薫 （根 古 屋） 大輪　浩康 （西川田東部） 小西　洋子 （東塙田二区） 鈴木　勇一 （下 河 原 町）
岩本　　徹 （宝木本町宝） 福上　孝仁 （馬　場　町） 中畑　　孝 （細 谷 県 住） 山野井　暉 （今宮４丁目）
七原　延元 （簗瀬７丁目東） 大河原秀夫 （二　の　丸） 坂本　順一 （東 原 町 北）
真船　淑和 （八 幡 山） 工藤　修一 （旭 ２ 南 館） 田野實和夫 （弥 生 町） 　  計　18名

受賞，おめでとうございます。
元松ヶ丘自治会長の佐々木英明さん（元陽東地区連合自治会長及び元宇都宮市

自治会連合会長）が，「自治会等地縁による団体功労者総務大臣表彰」を受賞され
ました。
この表彰は，自治会等の地縁による団体の代表者として多年にわたり在職し，良

好な地域社会の維持及び形成に顕著な功績があったと認められた方に贈られるも
のです。
永年に渡り地域や宇都宮市自治組織の発展にご尽力をいただきました。お祝い

の言葉とともにお礼を申し上げます。

ご協力，ありがとうございました。
会員の皆様には，西日本豪雨災害義援金募集について，ご

支援をいただきありがとうございました。
お寄せいただきました義援金は16,159,050円になり，宇都

宮市社会福祉協議会を通じ，被災地へ寄付させていただきま
した。
被災地の一日も早い復旧をお祈りいたしますとともに，皆

様の温かいお心に深く感謝いたします。
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 お知らせ
　平成31年度の全市一斉清掃日が下記のとおり決ま
りましたので，ご協力をお願いいたします。

　第１回　 ５ 月26日（日）
　第２回　10月20日（日）
　第３回　12月 ８  日（日）

健康づくりの
きっかけとして　「うつのみや健康ポイント」に参加しませんか？
「うつのみや健康ポイント」は，「歩く」「自転車に乗る」といった運動や健診の受診などの健康づくり
に取り組むとポイントが貯まり，貯まったポイントでサービスや特典が受けられる事業です。対象者
は，18歳以上の宇都宮市民です。

※　なお，ポイントは毎年４月１日でリセットされ，
当該年度のポイントは次年度に繰り越すことは
できません。

① スマートフォン用アプリで参加する方法
 アプリを，「AppStore」または「GooglePlay」からインストールし参加登録
② 活動記録票で参加する方法
 参加申込書を保健所健康増進課に提出し参加登録　
※ 参加申込書は，保健所健康増進課や各地区市民センターの窓口で配布しているほか，
 「うつのみや健康ポイント専用ホームページ」からもダウンロードできます。

特典①：バスカードや図書カードなどと交換
　１年間（４月１日～３月31日）で貯めたポ
イントは，翌年度に，5,000ポイントを上限に，
バスカード，図書カードなどと交換することが
できます。
　ただし，交換できる期間は，事業に参加し
てから３年までです。

特典②：割引券，抽選への参加
　１年間（４月１日～３月31日）で貯めたポ
イントが3,000ポイントを超えた場合は，翌
年度に，飲食店などで使える「割引券」がも
らえたり，協賛企業提供物品がもらえる「抽
選」へ参加したりすることができます。

【問合せ】
宇都宮市保健福祉部健康増進課
TEL：028-626-1128 詳細はこちら

★ 参加方法は２種類

★ 貯めたポイントの特典は？

編集後記
今号が，“平成”最後の自治連だよりとなります。
新しい時代は，どの様な時代になるのでしょうか。
デジタル化などは，これまで以上に進んでいくと思いま
すが，一方で，人工知能がどうしてもできない仕事という
のは，現場で実際に起っている情報を把握
することだそうです。今，地域でどんな問
題が起っているのか，何が必要なのか。
地域の状況を把握する機能をもつ自治会
は，これからも必要とされるものだと
思います。


