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身近な情報をお寄せください。総務課（内線３０２）

第６１回群馬県更生保護大会
　犯罪予防活動等での功績を称え表彰《下仁田町から５名》
１０月２０日太田市新田文化会館（エアリスホール）で開催されました「第６１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５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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
関東地方更生保護委員会委員長表彰　戸塚　 均　　　　　　
前橋保護観察所長表彰　　　　　　　神戸　信行　　　　　 

○更生保護女性会員
前橋保護観察所長感謝状　　　　　武田八重子
群馬県更生保護女性連盟会長表彰　神戸　絹恵
群馬県更生保護女性連盟会長表彰　永井　福美

祝１００歳おめでとうございます。
　９月１８日に神戸　仲惠さんが、１０月５日に林　シケさんが満１００歳の誕生日を迎えられ、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。

　大井田文雄氏（下仁田）が9月定例議会において議会
の同意を得て新教育委員に任命されました。
　平成28年10月1日から4年間下仁田町教育委員とし
て努めていただくことになりました。

下仁田町教育委員の任命について

多大なご寄附ありがとうございます
　９月２８日（水）株式会社荻野商店（代表取締役　
荻野匡司）様より、創業１００周年を記念して、教育行
政発展のためにと1,000万円のご寄附を賜りまし
た。大変ありがとうございました。

秋の全国交通安全運動
　９月２９日（木）、秋の全国交通安全運動にともない、国道２５４号線（道の駅しもにた前）で街頭指導が行
われました。また、その後下仁田町商店街で交通安全パレードが下小鼓笛隊協力のもと行われました。

JICA青年海外協力隊　髙野綾子さんが表敬訪問
　9月21日、平成28年度第2次青年海外協力隊と
して、9月から2年間アフリカのセネガルへ派遣され
る髙野綾子さん（馬山）が、出発を前に町長を表敬訪
問しました。
　セネガルでは主に、ソコン保険区の診療所の職場
環境や医療サービスの質の向上・改善にため活動さ
れます。
　髙野さんは「看護師の経験をいかし、現地の人々
がよりよく生活できるよう活動したい」と抱負を語
り、町長からは激励の言葉が送られました。
　髙野さんの今後の活躍に期待しています。
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第４９回甘楽郡民体育大会
　第４９回甘楽郡民体育大会が、９月１８日（日）甘楽町を主会場
に開催されました。
当日は、雨天のため３競技のみが行われました。結果は下記のと
おりです。

１　位
甘楽町
甘楽町
甘楽町

２　位
下仁田町
下仁田町
下仁田町

３　位

南牧村

競技別順位

◎得点

種　　　　　目
バレーボール
卓球
グラウンドゴルフ

女子
１　位
甘楽町
7

２　位
下仁田町
4

３　位
南牧村
1

総合順位
順　位
町村名
得　点

３町村出場
３点
２点
１点

２町村出場
２点
1点

１位
２位
３位

第６９回町民ゴルフ大会結果
　８月２８日（日）下仁田カントリークラブにおいて、
町民ゴルフ大会が開催され、次の方々が入賞されま
した。おめでとうございました。

下仁田秋祭り
　10月8日、9日の両日、諏訪神社秋季例大祭が行われました。9
日の午前に行われた神輿渡御では降雨が心配されましたが、二日
間予定通り行うことが出来ました。
　今年はパブリックビューイングが行われ、山車同士をギリギリま
で近づける競りや、
各町が順番にお囃
子を叩き合うお囃
子乱舞など、お祭り
の名場面が大型ス
クリーンで放映され
ました。

上原　康廣
野本　和之
金井　伸行
武藤尚男（７３）

グランドシニア
及び女子の部
白鷹　公子
金井　康行
小井土　邦夫
白鷹公子（８３）

総　合

優　勝
準優勝
第３位

ベストグロス

※総合優勝と部門優勝が同一の場合は、総合優勝を優先
※グロス順位上位３名（武藤尚男・福田浩・安藤正行）は、１０月４日（火）開催の第２８回群馬県市町村対抗ゴルフ選手権に、町代表として
　出場しました。

▲左（白鷹公子）右（上原康廣）▲左（白鷹公子）右（上原康廣）

▲当番町の旭町区▲当番町の旭町区

第４6回町民バレーボール大会

リバティ 下仁田二葉

2 0
　８月２６日（金）第４６回町民バレーボール大会が、下仁田中学
校体育館で開催されました。結果は次のとおりです。
優　勝　リバティ
準優勝　下仁田二葉

第２9回町民テニス大会
　９月４日（日）、下仁田高等学校から
多数の参加を得て、第２９回町民テニ
ス大会がサンスポーツランドにおい
て開催されました。
　結果は次のとおりです。（敬称略）

第４４回町民武道（柔道）大会
　町民武道（柔道）大会が８月２８日（日）富岡警察署下仁田分庁舎道場で開催されました。
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。（敬称略）

優　勝 戸塚　　均

小林　優祐（下仁田高校）

中澤　一夫
石井　大空（下仁田高校）

中澤　一夫
小須田敦子
小林　優祐
石井　大空
阪本　　睦
森　美代子

男子シングルス 初心者混合ダブルス

第３位

準優勝

種　　　目
小学１年男子
小学２年男子
小学３年男子

小学６年男子
小学４年女子
小学５年女子

深澤　雄太（高瀬小）
上原　悠希（富　小）
齋藤　蒼天（下　小）

佐藤　　光（下　小）
小暮　鈴果（吉井小）
池田さくら（安中小）

齋藤　琉偉（下　小）
矢口　政宗（富　小）
矢島　遥斗（西横野小）

齋藤　瑞葵（下　小）
上原萌々華（富　小）
神田　姫香（下　小）

今井　奏佑（富　小）
佐藤　孝紀（下　小）
山崎　康大（吉井小）

黒澤　倖菜（下　小）
小泉　千春（下　小）
田貝侑奈実（寺尾小）
渡邉　隆太（富南中）
佐藤　瑛留（富南中）
高橋　　巧（富西中）
入山　二稔（富南中）
今井　麗奈（富西中）
渡邉　愛菜（富南中）
佐藤　恵美（富西中）
前村　妃香（富南中）

小学５年男子 大河原幌太郎（一ノ宮小） 入山　凌也（富　小）

小学６年女子 深澤　百華（高瀬小） 大河原夕捺（一ノ宮小）

渡邉　翔葵（高瀬小）

中学１年男子 茂木　大和（富東中） 細谷　大夢（富南中）

中学２年男子 見友　詞勝（富西中） 大河原慎之介（富西中）

中学１年女子 茂木　美穂（富東中） 岩崎　未来（富南中）

中学２年女子 田貝　夏歩（寺尾中） 高間　　茜（富南中）

優　　　　勝 準　　優　　勝 第　　３　　位

（下仁田高校）

19 下仁田町役場　☎０２７４－８２－２１１１（代表）
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