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下仁田町自然史館
下仁田町大字青倉１５８-1
☎７０-３０７０ FAX６７-５３１５
http：//www.shimonita-geopark.jp/

ジオパークで
地域に活力を！！

問合せ先　教育課ジオパーク推進係（下仁田町自然史館）　☎７０-３０７０

おしらせ

ねぎとこんにゃくジオパーク

　群馬県内で長年にわたって地域に根ざして活動している自然保護、保全に携わる団体などの活動成果を、標
本などを活用しながら紹介した企画展示に下仁田ジオパークからも活動紹介のポスターを出展しています。
【タイトル】ぐんまの自然のいま【場所】群馬県立自然史博物館（富岡市上黒岩1674-1）
【会期】平成29年1月14日（土）～2月19日（日）

群馬県立自然史博物館特別展「ぐんまの自然のいま」に出展しています

　寒くなると温泉に行きたくなりますね。今回は温泉のジオについて少し解説します。
　地下から暖かい水が湧き出ているものを温泉と言いますが、温泉には火山の熱が水を温める「火山性」のも
のと、火山の無い地域から湧く「非火山性」のものがあります。下仁田にある「荒船の湯」は「非火山性」の
温泉です。この「非火山性」の温泉はどのような仕組みで温泉になるのでしょうか。一般的に、地下の温度は
100m深くなるごとに3℃（平均値）高くなることが知られています。つまり、深く掘れば掘るほど地下の温
度は上がっていき、地下水が温められます。荒船の湯では地下約1000ｍから温泉をくみ上げているので、地
上の水温よりも30度程度高い温泉が出ているということになります。荒船の湯で温泉に入りながら、地球の活
動を感じてみてください。

荒船の湯

　12月3日（土）昨年に引き続き、ＮＰＯものづくり教育たたらの福島宣
行先生に指導をいただきながら、下仁田町自然史館でたたら製鉄を行いま
した。
　尚、今年は東京工業大名誉教授永田和宏先生にもご参加いただき、鉄作
りと平行して、本場出雲でのたたら製鉄の様子やたたらから作る刀剣の美
しさなどについて講演いただきました。
　当日は天候にも恵まれ鉄山研究会、日本ジオパーク下仁田応援団を始め
とする多くの参加者が、鉄作りを体験したり、永田先生の話を聞きまし
た。今年は昨年の反省を踏まえ工夫を凝らした結果、より少ない砂鉄から
鉄を作ることができました。
（昨年：砂鉄15.5kg⇒鉄5.5kg（約25％）今年：砂鉄15.5kg⇒鉄
5.5kg（約35.5％））

たたら製鉄を行いました

下仁田自然学校の今年度の調査結果で、下仁田やその周辺で新たに貴重な宝があることがわかりました。当日は
自然学校の先生にわかりやすくお話していただきます。ご近所お誘いあわせのうえ、ふるってご参加下さい。
日　時　3月11日（土）13：30～15：30　会　場　下仁田町公民館
演　題　「兜岩の昆虫化石について」　　　　　兜岩層件研究グループ　　田中　敏明氏
　　　　「めずらしい下鎌田遺跡の白い耳飾」　金剛萱遺跡研究会　　　　中村　由克氏

下仁田自然学校普及講演会開催
行事案内

行事報告

※下仁田町自然史館では、午前9時から午後4時まで展示室を開放しています、ぜひお出かけください。
※２月の休館日は6・20日です。

身近な情報をお寄せください。総務課（内線３０２）

多大なご寄附ありがとうございます
　１２月２０日（火）前町長の金井康行様（小坂）
より、ねぎとこんにゃく下仁田奨学金のためにと
１００万円のご寄付を賜りました。
大変ありがとうございました。

下仁田中学校ＪＲＣ委員会募金受渡し
　１月１９日（木）、社会福祉協議会へ中学校の生徒等から
集めた募金を、生徒代表としてＪＲＣ委員会委員長の吉田
龍平さんと副委員長の黒澤菜々美さんが受渡しました。
　この募金活動は「赤い羽根共同募金」として、ＪＲＣ委員
１０名が中心となり各教室に募金箱を設置し生徒に呼びか
け集めたものです。
　いただいた募金は、地域福祉事業費として大切に活用
されます。ありがとうございました。

門松の寄贈ありがとうございます
　年末年始の風物詩である門松が役場正面玄関に飾られました。この門松は有賀芳太郎さん（青倉）が手
作りしたもので、近年は材料調達もむずかしい中、有賀さんのご厚意により本格的な門松が、役場玄関に飾
りつけられました。ありがとうございました。
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町民卓球大会結果
　第３５回町民卓球大会が、１２月４日（日）下仁田中学校体育館で開催されました。近隣の中学生が多数参
加し、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）

富岡警察署と協定を締結
　１２月２７日に、富岡警察署及び管内４市町村との間
で「認知症高齢者等の行方不明者対策に係る連携協
定書」を締結しました。
　近年、認知症高齢者等が行方不明になり、事故に巻
き込まれるケースが増加しています。
　同協定は、認知症等より行方不明になる可能性のあ
る高齢者等の情報（顔写真・服装などの画像情報や身
体的特徴等）を事前に登録し、緊急時に適切な対応が
出来る様にしておくものです。
　事前登録により、速やかに捜索が開始され、早期発
見につながり、保護された時の身元の確認が迅速にできます。また、家族にとって安心につながるなどのメ
リットがあります。
　徘徊が心配されるご家族の方は、事前登録しておく事をお勧めします。なお、登録された内容や顔写真
は、ご家族等の同意のもと警察署に情報提供します。
事前登録に関する問合せ先　健康課 高齢対策係（地域包括支援センター）　☎６４－８８０４（直通）

第32回下仁田町子どもかるた大会
　1月7日（土）下仁田町公民館大会議室において、下仁田町青少
推等の主催による、町かるた大会が開催されました。
　昨年の暮れから各地区で練習を行い、本大会に備えてきた選手
114名が集まり、熱戦を繰り広げました。
　激闘を勝ち抜いた上位チーム・個人を紹介します。なお、この
チーム・個人は1月22日の甘楽郡大会（南牧会場）に出場しました。

青少推かるたを激励
　11月頃から各地区の集会場において、町かるた
大会に向けた上毛かるたの練習が行われており、活
気にあふれていました。
　青少推では今年度より「地域毎のかるた活動の支
援」として各地区の集会場を訪問させていただきま
した。支援活動としては、まだまだ知名度の低い青
少推の紹介、激励金の交付、審判・対戦などを行い子どもたちとの交流を図る、という内容です。青少推はこ
れらの活動をはじめ、あいさつ運動等で地域に根ざした青少年育成活動に取り組んでいます。

山田　夏輝（甘楽中）

鈴木　湧也（甘楽中）

堀口　咲陽（下仁田中）

青木　愛佳（下仁田中）

下山　楓果　（下仁田中）

神戸　日和　７１８回

野口　修・清水　貴行

山田　光・赤岩　京子

チーム三木

金田　侑大（甘楽中）

清水　　澪（甘楽中）

三輪白希香（下仁田中）

岡野ひなた（下仁田中）

小林彩也花　（下仁田中）

青木　愛佳　９３５回

防村　和馬・山﨑　彩香

防村　和馬・山﨑　彩香

チーム今井

松木　暖史（甘楽中）

齊藤　　架（甘楽中）

髙橋　祈来（下仁田中）

下山　楓果（下仁田中）

黒澤菜々美　（下仁田中）

中澤あやめ　１２４８回

佐藤　毅・清水　大輔

佐藤　毅・清水　大輔

チーム曽根

中学１年男子

中学２年男子

中学１年女子

中学２年女子

ダブルス

ラリーポイント

団体戦

ラリーポイント
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旭町・仲町
仲町・上町
小川Ｂ
神谷綾太（馬山）
茂木もも花（青倉）
塚越日々喜（下仁田）

低
学
年

団
体

個
人

aブロック
bブロック
cブロック
dブロック
eブロック
fブロック

旭町
下町・東町Ｃ
下町・東町Ｄ
佐藤由佳（馬山）
神戸虹晴（下仁田）
岩井大乃介（下仁田）

～徘徊する認知症高齢者等を迅速に保護するため～春季特別展示「下仁田町のおひなさま展」を開催します
　歴史館では昨年度に引きつづいて、第３回おひなさま展を開催します。
　養蚕が主産業であった昭和の初めごろは女の子が生まれると３月の初節句のとき「養蚕技術が上達します
ように」という願いを込めて養蚕神を模したおひなさまが贈られました。
　世界遺産となった荒船風穴、組合製糸が盛んだった当時を偲びながらご見学ください。 
■期　間　　２月１４日（火）～３月５日（日）
■休館日　　月曜日
■入館料　　大人２００円　（高校生以下無料）
■展示場所　下仁田町歴史館１階
　　　　　　（車椅子でもご見学いただけます）
■問合せ先　下仁田町歴史館　☎８２－５３４５

19 下仁田町役場　☎０２７４－８２－２１１１（代表）
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▲三世代伝承等優良消防団員表彰者
左から、上原・神戸・齋藤・永井

下仁田町消防団・下仁田消防署出初式
　１月８日（日）町文化ホールにおいて消防出初式が挙行され、安心安全な町づくりを目指し消防活動に全力
を尽くすことを誓いました。
　「消防協力者」への感謝状や、「三世代伝承等優良消防団員」、「永年勤続消防団員」等への表彰が行われた
後、町内行進が行われました。

〈 敬 称 略 〉

新年互礼会
　１月４日（水）下仁田町役場において、新年のあい
さつ交換会（互礼会）が開催されました。互礼会では
町の功労者、善行者の各表彰式が行われ、永年にわ
たるご功労に敬意を表し表彰が贈られました。

■下仁田町功労者表彰者
元　下仁田町長
元　下仁田町議会議員
元　下仁田町民生委員・児童委員
元　下仁田町民生委員・児童委員
元　下仁田町民生委員・児童委員
元　下仁田町民生委員・児童委員
元　下仁田町消防団副分団長
元　下仁田町消防団分団部長

  氏　　名
金井　康行
矢嶋　榮一
蟻坂　是心
永井アキ子
浅川　文子
長谷川明子
近田　克広
佐藤　一浩

■下仁田町善行者
寄附

三世代伝承等優良消防団員表彰　　　　（敬称略）
所属職 氏　名

第３分団第１部
団員

永井敏樹

神戸芳文

齋藤辰徳

上原慎太郎

第３分団第２部
団員

第３分団第3部
団員

備　考
先代

先々代
先代

先々代
先代

先々代
先代

先々代

富夫
金作
安弘
武雄
公雄
昇

武男
幸太郎

　　　　　　氏　　名
株式会社荻野商店
代表取締役社長　　荻野　匡司交通安全指導員初点検実施

　１月１５日（日）役場会議室において、平成２９年
下仁田町交通安全指導員初点検が挙行されまし
た。町議会議長、富岡警察署長他来賓の方々が見
守る中、服装、装備品等の点検が規則正しく整然
とした行動で行われました。
　隊員の皆さんは点検終了後、町一周駅伝の交
通指導のために出発しました。隊員１３名には、今
年も児童の通学や高齢者の保護をはじめ、安全安
心の町づくりにご協力いただきます。

蒟蒻大黒天祭「豊作と繁栄祈願」
　1月19日（木）、諏訪神社境内において蒟蒻大黒天祭が
開催され、豊作と価格向上、関係業界の繁栄を祈願しまし
た。
　また、会場を文化ホールに移しての記念講演会では、林
家つる子先生をお迎えし「笑いと私」と題し、ご講演をいた
だきました。

▲善行者表彰を受賞された荻野匡司様

明るい選挙啓発ポスターコンクール入選
　平成２８年度明るい選挙啓発ポスターコンクールが実施され、県内３
４３校の小・中学校及び高等学校から８，６４３点の応募があり、県審査の
結果、小学６年岩井琳太郎くん（下仁田）の作品が入選しました。おめで
とうございます。

21 下仁田町役場　☎０２７４－８２－２１１１（代表）
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身近な情報をお寄せください。総務課（内線３０２）
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〈 敬 称 略 〉
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