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身近な情報をお寄せください。総務課（内線３０２）

秋の褒章
岩井正光さん藍綬褒章
　岩井正光さん（馬山）は現在、富岡甘楽保護区保護司
会の保護司として活躍されており、その長年に渡る更生
保護活動の功績が認められ、藍綬褒章が授与されました。
　おめでとうございます。

生涯スポーツ功労賞受賞
　10月9日（金）中央合同庁舎（東京都千代田区霞が関）にお
いて、佐藤和江さん（下仁田）が文部科学大臣より表彰されま
した。
　佐藤さんは県家庭婦人バレーボール連盟顧問として、ス
ポーツの健全な普及及び発展に貢献し、地域におけるスポー
ツの振興に顕著な成果をあげたため、今回生涯スポーツ功労
賞の受賞となりました。
　おめでとうございます。

食品衛生の向上に努め表彰
　平成２７年度食品衛生全国大会が平成２７年１０月２３日東京都中央区
日本橋「明治座」で開催され、下仁田町の須藤　宏一様（まるやヒロ）が、厚
生労働大臣より表彰されました。
　須藤さんは、昭和５１年より食品衛生指導員として、また平成１４年から
は知事より食品衛生推進員を委嘱され、地域の食品衛生普及推進の向上
及び食中毒未然防止活動に長年にわたり積極的にご尽力された功績が高
く評価されました。

スポーツ推進功労者・優良団体表彰受賞
　11月12日(木)・13日(金)に愛媛県松山市の愛媛県立武道
館において、第56回全国スポーツ推進委員研究協議会愛媛
大会が開催されました。
　長年の地域スポーツ活動への貢献が認められ、下仁田町ス
ポーツ推進委員協議会長の田村充さん（青倉）が、全国スポー
ツ推進委員連合会長からスポーツ推進委員功労者表彰を授与
されました。併せて、下仁田町スポーツ推進委員協議会が優良
団体表彰を受賞しました。

「神島 一男」さん（東町）
祝100歳おめでとうございます。

「神島 一男」さん（東町）
祝100歳おめでとうございます。
　10月24日に満100歳の誕生日を迎えた神島 一
男さんに町・議会・町社会福祉協議会より慶祝状ほか
お祝いの品物が贈られました。
　心よりお祝い申し上げます。

第60回群馬県更生保護大会
　犯罪予防活動等での功績称え表彰≪下
仁田町から6名≫
　10月20日伊勢崎市文化会館で開催さ
れました「第60回群馬県更生保護大会」
において、犯罪や非行の立ち直りや、犯罪
予防活動等を行っている当町の保護司と
更生保護女性会員6名に、その功績を称
え、表彰状及び感謝状が贈られました。
　今後も、犯罪や非行のない明るい社会
のためにご尽力願います。

○保護司
・関東地方保護司連盟会長表彰　　　　　今井　　隆さん
・群馬県保護司会連合会長表彰　　　　　神戸　信行さん
○更生保護女性会員

・関東地方更生保護委員会委員長感謝状　金井さよ子さん
・前橋保護観察所長感謝状　　　　　　　永井八千代さん
・群馬県更生保護女性連盟会長表彰　　　鈴木　信江さん
・群馬県更生保護女性連盟会長表彰　　　高橋　一江さん

第４３回町民武道大会
　町民武道（柔道）大会が１１月３日（火）に開催されました。近隣の小中学生に多数参加いただき、熱戦が繰り広
げられました。結果は次のとおりです。

種　　目
幼年・小１男子
小学２年男子
小学３年男子
小学４年男子
小学５年男子
小学６年男子
小学３年女子
小学４年女子
小学５年女子
小学６年女子
中学１年男子
中学２年男子
中学２年女子

上原　悠希（富　小）
斉藤　蒼天（下　小）
長沼　佑樹（富西小）
大河原幌太郎（一ノ宮小）
長沼　大樹（富西小）
茂木　大和（富　小）
上原萌々華（富　小）
黒澤　倖菜（下　小）
深澤　百華（高瀬小）
茂木　美穂（富　小）
見友　詞勝（富西中）
深澤　昂太（富西中）
佐俣日奈子（富南中）

深澤　雄太（高瀬保）
矢口　雄大（黒岩小）
坂巻　瑛夫（富　小）
入山　凌也（富　小）
佐藤　　光（下　小）
木暮　全志（富　小）

神田　姫香（下　小）
矢口　朝香（黒岩小）

大河原慎之介（富西中）
内田　翔（富南中）
佐藤　歩香（富南中）

斉藤　琉偉（青倉保）
矢島　遥斗（東横野小）

佐藤　孝紀（下　小）　上野　陽平（富　小）
斉藤　瑞葵（下　小）
渡邊　隆太（高瀬小）　吉田　拓弥（富　小）

小泉　千春（下　小）　大河原夕捺（一ノ宮小）

高橋　輝（甘楽二中）　高橋　　巧（富西中）
五十嵐一明（富西中）　松本　　竜（富西中）
佐藤　愛華（富南中）

優　勝 準優勝 第３位

（敬称略）富岡警察署下仁田分庁舎

17 下仁田町役場　☎０２７４－８２－２１１１（代表）
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19 18下仁田町役場　☎０２７４－８２－２１１１（代表）

区長、組長、班長を
中心とした防災訓練を実施
（土谷沢区）
　平成27年11月15日(日)、町と消防機関（町消
防団、下仁田消防署）による防災訓練を、土谷沢区
住民119名を対象に実施しました。
　今回は町全体の防災訓練でなく、地域を絞って
の開催に改め、きめ細かく世帯構成や避難困難者
を把握。ここで得られたデータは万が一の災害時
に活用されます。

消防秋季点検
　10月25日（日）下仁田小学校校庭において、町消防団と下仁田消防署による秋季消防点検が実施さ
れ、部隊訓練やポンプ操法、ラッパ吹奏点検など日々の訓練の成果を発揮しました。

うきは祭りに参加しました
　10月31日(土)、11月1日(日)に吉弘副町長の前
任の地である福岡県うきは市のうきはアリーナで開
催された『うきは祭り2015』に町から副町長のほか
町産業観光課の職員2名が参加し、4月から同市に派
遣されている町職員も手伝って特産品である下仁田
ねぎとこんにゃくをPRしました。
　両日ともに大勢の来客で賑わい、下仁田町のブー
スでは下仁田ねぎを初めて見たという方もいて大盛
況となりました。

荒船風穴・神津牧場ハイキング
　11月1日（日）荒船風穴世界遺産登録1周年を記念して「荒船風穴･神津牧場ハイキング」が実施されま
した。天候にも恵まれ、100名の参加者（健脚コース(約22km)25名・一般コース(約11km)75名）はき
れいな紅葉を見ながら、ハイキングを楽しみました。途中、神津牧場でソフトクリームを味わったり、荒船風
穴を見学して貴重な産業遺産に理解を深めました。また、ゴール後は荒船の湯で特製汁を食べ、温泉で疲
れを癒していました。

上原建設株式会社による
美化活動
　10月30日（金）上原建設株式会社による、青岩公園や
下仁田ジオサイトの清掃・草刈などのボランティア活動が
行われました。下仁田町の重要な観光資源であるジオサイ
トの美化が図れました。大変ありがとうございました。

荒船風穴世界遺産登録1周年記念事業

▲神津牧場▲神津牧場 ▲荒船風穴の説明を受ける参加者▲荒船風穴の説明を受ける参加者

　年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンですが、政治家が選挙区内の人に、お金や物を
贈ることは公職選挙法で禁止されています。
　また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。

政治家の寄附は禁止、有権者が求めることも禁止されています

みんなで徹底しよう三ない運動　　　贈らない！　求めない！　受け取らない！
上記のものも、政治家の寄附禁止の
対象となります。
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