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9月 15日に現在の戸沢地区公民館を会場にした最後の事業となる「戸沢地区公民館 40年大感謝祭」

を開催いたしました。 

大感謝祭では、公民館の各部屋に公民館所蔵の写真や齋藤好輝氏（稲下東部）から作成して   

いただいた年表などを展示し一般開放を行いました。その後、今までお世話になってきた公民館に

感謝の意を込めて、地区民の方々で最後の大掃除を行い、窓ガラスや腰板など隅々まできれいに  

していただき、記念に参加者の集合写真を撮影し別れを惜しみました。 

また、大掃除後の式典では、土谷教育長を始めとする多くのご来賓の方よりご祝辞をいただき、

戸沢地区公民館に関する思い出などを話していただきました。その後、戸沢地区公民館に所縁の  

ある方々をご招待し懇親会を開催いたしました。懇親会では、40 年の歴史ある「戸沢地区公民館」

について、皆様語り合っておられ、地域と公民館の深い関わり合いを感じたところでした。 

戸沢地区公民館 40 年大感謝祭 

8月 15日のお盆の時期に行っております「戸沢の夏まつり」を

今年も内容を充実して開催いたしました。戸沢小学校グラウンド

を会場に、戸沢小学校マーチングバンドや戸沢友遊連・徳内  

ばやし連合会颯の徳内囃子、ポップキャンディーズのチアリー 

ディングが披露されました。 

その他にも、赤鯉のつかみ取り大会やモンテディオのディーオ

君とのリフティング大会、ガールズバンドの演奏など多数の   

イベントを行い大盛況のうちに終えることができました。 
 



 

 

 

 

 

 

  

戸戸沢沢オオリリンンピピッックク 22001122  

「「ウウォォーーククララリリーー大大会会」」をを開開催催!!!!  
 戸沢オリンピックを冠したスポーツ事業の

一種目としております「戸沢老人クラブ連合会

ウォークラリー」が 10 月 17 日に開催され  

ました。 

参加された皆様は、開会式の後、稲下会館を

スタートして葉山中学校の校舎内を教頭先生

にご説明いただきながら見学して回りました。

途中、音楽室では、松田清男さんのピアノ伴奏

による合唱を行ったりしながら、改めて中学校

の素晴らしさに感心しておられました。その

後、稲下の稲荷神社に赴き神社の由緒や宝物な

どについてのお話をお聞きいたしました。稲下 

          会館に戻ってからは、 

        おにぎりと芋煮が振る 

          舞われ、ウォークラリ 

         ーを楽しんだ後で  

もあり、皆さん賑やか

に食事をされており

ました。 

 

戸戸沢沢オオリリンンピピッックク 22001122  

「「戸戸沢沢地地域域ゴゴルルフフ大大会会」」をを開開催催!!!!  
 今回で 4回目の開催となります、戸沢オリン

ピックの一種目「戸沢地域ゴルフ大会」が  

さくらんぼカントリークラブを会場にして 10

月 27 日に開催されました。天気予報では、  

大会日の前後は雨の予報となっており、開催が

心配されたところでしたが、当日は秋晴れの 

好天に恵まれ、参加された皆さんは、気持ち 

良くゴルフをプレーができたのではないかと

思います。 

もちろんゴルフのスコアを付けております

ので、優勝等については以下のとおりとなり 

ました。結果に満足不満足はあると思います

が、来年度も開催いたしたいと思っております

ので、今回参加された方やそうでなかった方も

来年度ご参加いただければと思っております。 
 
結果報告（25人の方々がご参加されました。） 

優勝：伊藤 勝美さん（稲下東部） 

２位：後藤 正助さん（本郷） 

３位：髙橋 茂さん（船橋） 

※各種お知らせなど、色々な情報を掲載いたしますので、皆様からの情報をお待ちしております。 

公公民民館館事事業業「「戸戸沢沢のの楽楽校校」」をを開開講講  
 10 月 29 日から 31 日の 3 日間、第 3 講座  

「デジカメ教室」をチャック・ジョンさん  

（驚滝）を講師に迎え開催いたしました。 

 この楽校では、3 日間かけてデジタルカメラ

の基礎から応用までの操作方法を学びながら、

実際に撮影した写真をチャックさんより 1 枚 

1枚丁寧にご指導していただきました。 

 初日は、デジタルカメラのシャッターのボタ

ンを押すだけの取扱い方から、カメラを操作 

して対象に合った撮影を行う方法を説明して

いただき、2 日目に外に出て撮影会を開催いた

しました。撮影会当日は、秋晴れの中、山々が

色づき始めた銀山温泉を中心に撮影会を行い

ました。そして、3 日目は写真のデータを   

テレビに映しながら、参加者全員で鑑賞し、撮

影のコツなどを 

教えていただき、 

大変楽しい楽校 

となりました。 

 
右は、銀山温泉

での昼食の様子

です。 

村村山山戸戸沢沢活活力力ああるるままちちづづくくりり推推進進  

協協議議会会のの視視察察研研修修でで庄庄内内地地方方へへ……  
 当まちづくり推進協議会では、地域づくりを

よりよく進めていくために、年に一度視察研修

を開催しており、今年度は 11 月 7 日に庄内  

方面へ視察研修に行ってまいりました。 

 今回の視察研修では、戸沢において中心産業

である「農業」にスポットを当てて、6 次産業

（今の流行りで農作物の作付等の生産から、 

農作物を加工し販売まで行う事業のこと）の 

先進地視察を行いました。訪れた「庄内協同 

ファーム」では、数十世帯の農家が協同で法人

を立ち上げ、農作業から加工・販売まで行い、

年間を通して事業を展開しておりました。 

 農業の厳しい現状を認識しつつも、これから

どのようにして  

農業や地域づくり 

を行っていくべき 

か、参考になった 

のではないかと  

思いました。 



 

 

 

  
 

 

 第 35回村山市一周駅伝競走大会が 10月 21日に開催されました。 

 今大会は、昨年同様に東コース 8区間、西コース 10区間を走り合計タイムで総合記録を競い合い

ました。戸沢チームを含む 10チームがエントリーし時折小雨の降る中で大会が開催されました。 

 戸沢チームでは、8月 19日に結団式を行い、選手の方々は 9月から週 3 回練習会を行ってまいり

ました。戸沢チームは、選手の活躍により東コース 3位、西コース 3位、総合で 3位入賞を果たす   

ことができました。 

 最多優勝数を誇る戸沢チームですので、解団式では選手やスタッフの皆さんから「来年度は必ず  

優勝するぞ」という頼もしい言葉が数多く聞かれ、戸沢チームは選手層も厚くスタッフ陣も協力  

してバックアップを行っているため期待の持てる素晴らしいチームだと思いました。 

 出場された選手・スタッフの皆さんはもちろんですが、その陰で選手や子どもさんを送り出して

いただいたご家族の皆さん、中継所設営にご協力をいただいた戸沢地区婦人会の方々や交通整理を

していただいた交通安全協会戸沢支部の方々、そして、戸沢チームに応援をいただきました地域の

皆さんのお陰をもちまして３位入賞を果たし選手等のケガもなく無事終了することができました。

皆様大変ありがとうございました。 
 
東コース
１区 袖崎小学校前 1.2㎞ 小学生 秋生　康祐 小学6年 4′23″
２区 小室医院前 1.9km フリー 井澤　亮大 中学2年 6′51″
３区 金谷運動広場 1.5km フリー 齋藤　大和 中学2年 5′14″
４区 JA大倉出張所 2.6km 中学生 井澤　紘隆 中学3年 9′16″
５区 鶴ケ町ﾆｭｰﾀｳﾝ広場 1.2km 小学生(女) 奥山　菜々 小学6年 4′23″
６区 ふれあい広場 1.5km 女子 井澤　舞 中学2年 5′47″
７区 鶴ケ町ﾆｭｰﾀｳﾝ広場 3.2km フリー 髙橋　尚之 高校3年 9′56″
８区 杉島公民館 2.2km フリー 髙橋　範晃 会社員 7′09″
ｺﾞｰﾙ 市民体育館 ３位 53′06″
西コース
１区 大高根児童ｾﾝﾀｰ前 1.9km 中学生 川越　知法 中学3年 7′13″
２区 深沢バス停前 2.9km フリー 髙橋　卓美 会社員 9′05″
３区 矢萩土建資材置場前 1.4km フリー 井澤　裕翔 会社員 5′06″
４区 白鳥公民館前 1.4km 女子 笹原　侑 高校2年 5′18″
５区 戸沢小学校前 2.0km フリー 卯野　佑哉 中学2年 8′19″
６区 樽石公民館前 1.1km 小学生 佐藤　陽太 小学6年 4′10″
７区 岩野十字路前 2.9km フリー 髙橋　翔 会社員 8′44″
８区 冨本児童ｾﾝﾀｰ前 1.1km 小学生(女) 川越　祭 小学6年 4′12″
９区 はやまホーム前 1.3km フリー 卯野　司 会社員 3′57″
10区 大久保公民館前 1.9km フリー 髙橋　善則 公務員 6′36″
ｺﾞｰﾙ 市民体育館 ３位 1°02′40″

総合 ３位 1°55′46″  

村山市一周駅伝競走大会開催!! 



 

 

 

戸戸沢沢地地域域防防犯犯運運動動のの取取りり組組みみ……  
 毎年 10月 11日から 20日の 10日間は「全国

地域安全運動」が全国で展開されました。それ

に合わせまして、当地域においても 10月 16日

から 31 日までの期間「戸沢地域防犯運動」を

行い主体的に安全安心なまちづくりを推進 

しております。 

 防犯運動期間は終了いたしましたが、今後も

以下の点に気をつけてくださるようお願い 

いたします。 
 
・戸締まりをきちんとしていますか？ 

・自動車、バイク、自転車に鍵をかてますか？ 

・自動車、バイク、自転車の鍵を付けっぱなし

にしていませんか？ 

ああととががきき・・・・・・  
 11 月を迎え雨が降るごとに寒さが厳しく 

なってきておりますが、市民センターは移転し

から二カ月が経過し、事務室は落ち着きつつ 

あります。しかしながら、市民センターだより

の発行が遅れてしまい、夏の情報が今頃の掲載

となり大変申し訳なく思っております。 

11 月 9 日と 10 日に行われました「戸沢地区

民合同文化祭」については、次回の市民センタ

ーだよりに掲載したいと思っ 

ておりますので、お楽しみに 

していてください!! 

（写真を多めに掲載したいと 

考えています。） 
 
学芸会（合同文化祭）の招待状を 

小学校の児童よりいただきました。 

 
 

 

戸沢地域防災訓練を開催（白鳥地区） 

 毎年 10月の最終日曜日は「村山市防災の日」となっており、

その日に合わせて、戸沢地域においても防災訓練を地域内  

５地区の当番制によって行っており、今年度は白鳥地区での 

開催となりました。 

 今回の防災訓練では、今までのような集落ごと集合してから

避難訓練を行い、会場にて消火器訓練等を行う防災訓練と  

異なり「発災対応型防災訓練」という県内の市町村では初めて

行われる訓練となりました。 

 事前にお知らせした避難場所に、防災無線を合図にし、家を

出てからは個人ごとに避難を行っていただきました。また、  

避難途中には、家屋倒壊箇所や火災発生箇所等の模擬災害現場

を設定し、その場に居合わせた人々で消火作業を行ったり負傷

者の救助を行いながら避難場所へ避難する訓練となりました。 

 避難場所では、避難を完了された方から応急手当訓練や応急

担架作成訓練など、実際の災害で色々と対応できるようにする

ための内容を中心に今回の防災訓練を開催いたしました。 

 参加された皆さんは、進んで訓練を行いながら大きな災害が

起きた場合でも、その場に即した対応ができるようにと真剣に

訓練に参加されておりました。 


