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針ケ谷中自治会 

平成 27年７月 25日（土） 

発行人  森  景樹 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

去る、7/12（日）、９時３０分から 

１２時の間、恒例のお手天王さま 

をおこないました。 

お囃子の太鼓練習にはじまり、 

多くの会員のご協力のもと安全に 

元気に 町内を練り歩きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年振りに校庭で踊れました 

新田小の盆踊りは毎年雨!(^^)! 
でも今年は校庭の土の上で 
元気に踊ることができました。 
雨がふる時間帯もありましたが 

「虹も歓迎」。 

育成会チームは、 

「元気賞」でした。 

 

 

 

 

 

                                  

                               

なななかかかつつつぼぼぼ   
 

 

 

 

活動エリアの北端になる、はりがや橋に、リサイル 

部でつけました。ここから約１，３キロメートル 

南側が担当エリアです。南端にはかわせみがいます。 

北側の水門の下には、 

新たに 4 羽のコガモが 

泳いでいます。秋口には、 

花壇をつくります。 

みなさんのお手伝いを 

お願いします。 

（リサイクル部） 

八幡さまと子供相撲の里  針ヶ谷中 

回覧 

♣ お天王さま（子供御輿）開かれる 

暑さふきとばした 子供みこしと花屋台 

人人人   ・・・   

じじじんんん   

 

元気のもとは、太極拳 

 

 

 

こここれれれかかからららののの予予予定定定   

● ●８/５（水）、雀宮納涼盆踊り大会 

陸上自衛隊宇都宮駐駐屯地 特設会場  

盆踊りの協賛金として、自治会費（寄付金）

より２００円/戸 拠出しました。 

ご協力ありがとうございます。 

●敬老祝賀会  9/20（日） １０時～ 

      針ヶ谷中公民館 

●子供相撲（十五夜祭） 

   9/２７（日）９時～ 

      八幡神社境内 

 

 

 

西川田川 針ケ谷中愛護会 

 
公民館の予約先が変わりました。 

佐藤 徹さん（４班）公民館の東隣宅です。 

653-8422 

 じじじもももととと   

紀紀紀   行行行   

 

小林さんは、太極拳の先生

で教室をもっています。緩

やかな動きの中に、秘めら

れた長寿・健康の秘訣があ

ります。興味のある方は、

是非お話しを聞いてみてく 

ださい。    

    （654-2042） 

２２班 小林 澄子さん 

看板が着きました(*^。^*) 

 

  

 

 

 

 

 

２５班福田正昭

さん写真協力 
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針ケ谷中自治会 

平成 27年 4月 30日（木） 

発行人  森  景樹 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

去る 3 月 22 日(日)，１０時から針ケ谷中公民館で 

平成２６年度の定期総会が委任を含み 94％の出席率で 

開かれました。昨年度は宇都宮自治会連合会より，自治会 

表彰を受けました。恒例の行事と合わせ，公民館の床面 

ワックス掛けやＬＥＤ防犯灯への切り替えに取り組みました。 

 

２７年度の事業計画案・ 

予算案も承認いただきました。 

さ 本年も会員の皆様のご協力を 

お願いします。 

 

 

＜役員体制の紹介＞ 

 自治会長  森 景樹(９班) 

 副 会長  布野俊一（１２班），大野映子(９班) 

       寺内義治(５班，新任)，阿部幸夫(１５班，新任) 

会  計  千葉朝明（１３班） 

会計監査  山崎好男（２１班），野坂秋利（１７班 新任） 

班  長  全員新任。新たに第１０班を新設しました。  

育成会   浅田朋代（22班 新任） 

さくらクラブ 矢田部順（8-1班） 

♣ 第２回 ソバ打ち体験教室（1/25）と二八会 

恒例のソバ打ち体験教室が針ケ谷公民館で開かれました。 

女性役員自慢のかも汁で，味も格別。 

また，二八会は 4/1２(日)に 

行われ，名前の通り，ソバ粉８割に 

挑戦しました。 

講師は１班の倉井耕一さんです。 

 

 

                                  

   

なななかかかつつつぼぼぼ   
 

 

 

 

歴史の話は今回お休みです。 

公民館の東を流れる西川田川をもっときれいに 

しようとする運動をスタートとします。 

これまで，リサイクル部役員の皆さんが月１回， 

川に入り，ゴミを拾い続けてきました。 

そのかいあって今では「カワセミ」が，すみついて 

います。しかし，川辺の犬の糞やゴミを捨てる 

行為はなくなりません。 

将来は，川沿いに花を植えたりして， 

楽しんで散歩できる川辺にしたいと 

考えています。 

会員のみなさんの 

ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

＜愛護会の問い合わせ先＞ 

阿部副会長  千葉リサイクル部長 

八幡さまと子供相撲の里  針ヶ谷中 

回覧 

♣ 平成２６年度 定期総会開かれる 

全天候型でガラス張りの

掲示板を新設しました。第

３班の荒川さんと青柳（峯）

さんに，経験を活かしてい

ただき丈夫な構造でしかも

安価で作製していただきま

した。 

人   ・・・   

じん 

 

公民館の掲示板が新しくなりました こここれれれかかからららののの予予予定定定   

● 5/24(日)  ＃１ソバ打ち体験教室 

● 7/12(日）  子供神輿（天王祭） 

 

左から荒川さん，青柳さん 

西川田川 

針ケ谷中愛護会を 

つくります 

4/26 リサイクル部員による看板立て↑ 

↑ 

 

1/25 第２回ソバうち講習会 

 

公民館の予約先が変わりました。 

佐藤 徹さん（４班）公民館の東隣宅です。 

653-8422 

現在，行政に申請中の事柄 

① 掲示板の補助金及び花屋台倉庫の補修補

助金を申請し認可されました。 

② 針ケ谷二子塚公園のブランコ補修及び砂

の補充(１３班) 

③ 道路の凸凹補修（２５班～５班の雑木林） 

 じじじもももととと   

紀紀紀   行行行   

 

ＬＥＤ防犯灯への切り替えは班長さんへ 
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針ケ谷中自治会 

平成 27年 3月 7日（土） 

発行人  森  景樹 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

本年度は○○会と称し，二八会，手作り料理会が 

できました。さる 3 月１日(日)，中公民館に１8 名が 

参加し草もちづくりに 

初挑戦しました。 

講師は１３班 真生田さんです。 

  次は，団子かな…。 

 

 

 

 

 

 

 

 

♣  第２回 ソバ打ち体験教室 

恒例のソバ打ち体験教室が針ケ谷公民館で開かれました。 

常連の参加者も，初めての方も６００ｇのソバを 

打ちました。講師は一班 

の倉井さんです。 

女性役員の「自慢の 

かも汁」で味も格別。 

 〇〇会の「二八会」 

もあります。 

どうぞご参加ください。                            

              

 

 

 

 

なななかかかつつつぼぼぼ   
八幡さまと子供相撲の里  針ヶ谷中 

今も面影が…永盛寺跡 

 

この中坪地区には，お寺が 

ありました。中根山永盛寺といって， 

上三川町の曹洞宗見性寺が親寺になる 

そうです。永平寺法孫の昌演和尚(しょうえん 

おしょう)が開山したと言われ，明治１９年の 

火災で焼失されたといいます。 

場所は，針ケ谷中公民館のすぐ北西で，民家の 

裏側になります。今はお墓とカヤの大木が 

残るだけになります。 

かやの木は幻の高級 

木材といわれ希少な木 

で，彫刻やまな板など 

に使われるそうです。 

お寺が亡くなっても 

樹木は歴史を刻むので 

すね。 

回覧 

♣ 〇〇会 草もちづくり大盛況 

新田小六年，バスケッ

ト部の三人です。バスケ

ット歴は三年～五年。試

合に勝つとうれしいし，

中学に入っても続ける

そうです。平田君は仙台

へ帰りますが，バスケの

絆でいつまでも繋がっ

ていてください。 

 じじじもももととと   

紀紀紀   行行行   

22  班    宇賀神嘉康 君 

8-1 班     平田 脩人 君 

３  班    阿部 隼人 君 

 

       さん 

人   ・・・   

じん 

 

バスケットに夢中三人組

みです 

こここれれれかかからららののの予予予定定定   

● 3/10(火)  雀宮中卒業式 

● ３/15（日）春祭り 

● 3/18(水）  新田小卒業式 

● 3/22(日)  

平成２６年度定期総会です 

針ケ谷中公民館 １０時から 

知ってますか「いかのおすし」 

こども達が犠牲になる犯罪が増えています。 

いかのおすしで，こどもたちを守りましょう。 

 いか：知らない人についていかない， 

  の：知らない人の車にのらない 

  お：おおきな声でさけぶ 

  す：大人のいるところへすぐにげる 

  し：しらせる(警察，こども１１０番の家) 

 

 ◆地域の皆様，おかしいなと思ったら連絡を。 

 

 

 

 

左から阿部君，平田君，宇賀神君 
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針ケ谷中自治会 

平成 2６年 12月 25日（木） 

発行人  森  景樹 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

本年度は○○会と称し，ソバを打つ会と手作り料理会が 

できました。８月二八会，10 月小麦まんじゅうつくり 

１２月は伊達巻きを作りました。 

小麦まんじゅうは，あんこも 

ちょうどよい甘さでさめてもうまい。 

伊達巻きは，電子レンジでも 

フライパンでもつくりました。 

次回，乞うご期待。 

 

   

 

 

 

 

 

伊達巻き作り 

 

 

♣ 11/23(日) 収穫祭開かれる 

恒例の収穫祭を，八幡神社境内で開きました。 

自治会の無料のけんちん汁，神社のやきとり 

地元産の野菜に会員の手づくり品が並びました。 

育成会ではゲームを。 

こども達に混じり 

大人も楽しみました。 

                            

              

 

 

 

 

なななかかかつつつぼぼぼ   
八幡さまと子供相撲の里  針ヶ谷中 

オケラ街道？… 

８年前まであった 

宇都宮競馬場。その南側の 

運動公園横を抜け環状線を横断し南下する道があ

ります。新しくできたヨークベニマルの西側の道

路です（兵庫塚街道）今は広くなりましたが，  

知る人ぞ知る，この道をオケラ街道と呼んでいま

した。競馬でスッカラカンになり大手を振って四

号線を帰れず，この細い道を石橋方面に向かった

そうです。そう言われてみると，競馬の後の車通

りが多い気がしたこともありました。   

心情をお察しします。 

 

今は，競馬場はあり 

ませんが，車の量が 

増えていますね。 

十分，気をつけて 

通行願います。 

 

 

 

回覧 

♣ 〇〇会 手づくり料理 万歳 

真生田さんのお話しをきくと，

なんでも手作りしてしまうプロで

す。チョットしたコツをたくさん

知る人です。○○会の手づくり料

理の先生で，このあとどんな手作

り料理を教えてくれるか愉しみで

す。自分で手作りしたい方は，真

生田さんに聞いてみたらいかがで

すか。 

 じじじもももととと   

紀紀紀   行行行   

1３班 真生田和子さん 

 

       さん 

人   ・・・   

じん 

 

 

♣ ちゅんちゅんウオークに３２名 

   去る 12/7(日)，恒例の第五回ちゅんちゅん 

ウオークが開かれました。 

針ケ谷中自治会からは３２名の方が全員完歩し

ました。抽選会の商品ゲットも 

毎年増えていますよ。 

 

なんでも作ればうまい 

こここれれれかかからららののの予予予定定定   

● 12/21～1/11 元旦祭（八幡神社） 

● 1/18（日）  スポーツクラブ 

プレイベント 

● 1/24(土)） 南図書館３周年記念 

● 1/25(日)  ソバ打ち体験教室(公民館) 

● １月～3 月  毎週第２，３火曜日 

         元気アップ教室(公民館) 

 

 

  小麦まんじゅう作り 

] 

 

 

真生田さん（手前） 

 

 

新田小児童の登下校路点検中 

 

 児童がつくった登下校路の危ない箇所マップを

大人の目からみて再点検し，より安全になる策が

ないか点検しています。気になるところがありま

したら，お近くの班長さんにご連絡ください。 
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針ケ谷中自治会 

平成2６年9月20日（土） 

発行人  森  景樹 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

7/13（日）、恒例の夏祭り、お天王さま（子供御輿） 

が町内を練り歩きました。練習を重ねたお囃子の 

太鼓や笛に合わせて、元気に神輿を担ぎ、花屋台を 

引きました。会員のみなさまの 

ご協力ありがとうございました。 

     記）総務部 山崎 

    

 

 

 

■ 7/19(土) 新田小地区盆踊り大会 

元気に「大声大賞」でした！！ 

                          

 

   

 

恒例の新田小地区盆踊り大会が荒天の中でし

たが、体育館を中心に行われました。 

なななかかかつつつぼぼぼ   
八幡さまと子供相撲の里  針ヶ谷中 

今回は川のお話を… 

西川田川の源流は… 

私たちの地域には、新川、兵庫川、西川田川、

姿川があります。中でも西川田川はお馴染みの川

です、準用河川といって、宇都宮市南西部の水田

地帯の用排水路として、水害から水田を守るため

に利用しています。川底の断面積が狭く、流水の

量が少ないことから、水害防止のための工事が、

この程行われました。 

さて、源流はどこなのでしょうか。 

なんと江曽島駅から少し南側の付近なんです。 

総合運動公園の西側を流れ、下野市の新川に合流

します。魚はもちろん、鳥も見られます。 

川沿いを散歩してみませんか。 

 

回覧 

■ 子供御輿（お天王さま）自治会内巡行する 

高田さんは、ひょうたん工芸の名人

です。その種類も豊富で、また絵柄が

素晴らしい。きっかけは 上司からい

ただいたひょうたんの置物に魅せられ

て以来、ＮＨＫの教材をもとに独学で

工芸品をつくり続けています。 

これからどんな工芸品ができるのか 

大変愉しみです。 

 じじじもももととと   

紀紀紀   行行行   

14班 高田光雄さん（70才） 

 

       さん 

人・じん 

 

■ 9/7（日）子供相撲（十五夜祭） 

 

あいにくの雨で、土俵での相

撲を断念し、腕相撲大会へ変

更。これまた大変な盛り上が

りでした。 

来年は秋晴れの下で、相撲が

とれるといいですね。 

■ 9/14（日） 敬老祝賀会、開かれる  

日本舞踊にマジック 

ショー、そしてカラオ 

ケと大いに盛り上がり 

ました。歳を重ねる 

愉しみを増やしましょう。 

（針ケ谷中公民館） 
 

 

 

 

 

ひょうたんに魅せられて 

こここれれれかかからららののの予予予定定定   

 

◎ ねんりんピック 健康マージャン 

    雀宮南体育館 （10/5・6） 

● 10/12（日） 健康福祉祭り 

● 11/23（日） 自治会の収穫祭 
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針ケ谷中自治会 

平成 2６年 6月 7日（土） 

発行人  森  景樹 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

５/25（日）、恒例のそば打ち体験教室を開きました。 

常連さんも初めての参加者も、倉井副会長の指導で 

約６００グラムのソバを打ち、半分は家のお土産に、 

半分をゆでて舞茸汁で味わいました。「二八会」の参加者 

を募り、定期的にソバ打ち会を開催します。 

皆さんの参加をお待ちしています。 

 

 

 

元ＮＥＣ跡地 

ヨークタウン針ケ谷店、建設始まる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

仮称）ヨークタウン針ケ谷店の建設工事が始ま

りました。開店は本年末頃です。スーパー（本店）

は、住宅地より側に、北西側には、３つのテナン

トが予定されています。現在、西側の市道 755

線の拡幅工事もスタートしました。 

通行には十分ご注意願います。 

 

 

  

なななかかかつつつぼぼぼ   
八幡さまと子供相撲の里  針ヶ谷中 

雀宮の埋蔵金伝説は… 

実は針ケ谷埋蔵説か？ 

奥州征伐のために、雀宮の八幡神社に 

宿営した八幡太郎義家軍は、身軽に戦える 

ために、持ち物や荷物を全部置いていくよう 

に命じられた。ある武将は財宝を古墳に 

埋めて出発したが、残念にもこの隊は全滅 

したとされる。後に、この財宝探しが話題に 

なり、現在の東谷、車塚付近を地主が堀起し 

たが、石棺ばかりで気味悪くなり埋め戻し 

たそうだ。 

その後、昭和に入り、針ケ谷町のある農家 

から、（倉井副会長さんの農地？？）。 

大量の古銭がみつかった。近くには八幡神社

もあることから、これがあの時の埋蔵金かと、 

にわかに針ケ谷埋蔵説が濃厚になりました。 

      改訂 雀宮のむかし話より 

公民館をご利用ください 

床のワックス掛け、窓や換気扇を清掃しま

した。大切に利用しましよう。 

連絡先  佐藤二三男さん宅（第４班）   

654-0780 

回覧 

●7/13（日） 

天王祭（子供御輿） 

●７/19（土） 

  新田小地区盆踊り大会 

●8/6（水） 

  雀宮地区 納涼盆踊り 

平成２6度 第一回、ソバ打ち体験教室 

おおお知知知らららせせせ   

  

8－１班の福田さんは、何事にも研究熱心な方です。 

ゲートボールやグランドゴルフでは県の代表として 

全国大会に 11回も出場しています。 

岐阜大会では、３位に入賞しました。 

中国大会へも出場し、最近では４月にも。 

も優勝しています。 

たくさんの賞状や記念盾、トロフィー 

の数々に、その元気と努力が詰まって 

います。 

ますますのご活躍を期待します。 

 

 じじももとと 

紀紀  行行 

福田
ふ く だ

 富雄
と み お

 さん（84歳） 人・じん 

 

↑ ７班の相馬さん作 

←１３班菊池さん、発参加 

 

 

新田小 下校時見守り隊 募集中 



 No 7 

針ケ谷中自治会 

平成2６年4月12日（土） 

発行人  森  景樹 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

３/23（日）、10 持から針ケ谷中公民館で平成 25 年度 

の定期総会が開かれ、１５班の角田和広議長のもと、 

平成２５年度の事業報告と会計報告、平成２６年度の 

事業計画（案）、予算（案）及び規約改訂（案）が承認 

されました。 

安全で安心な地域づくりを進めます、 

会員の皆さまのご協力をお願いします。 

 

○○会をつくろう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

昨年は 

 

 

今年度は○○会をつくりましょう 

そばやうどんを打ってみたいソバ会。 

簡単にできる料理をつくる会。編物会、 

麻雀会、お絵かき会、撮る会などなど 

趣味をお持ちの方、興味のある方を募集してい

ます。班長さんか下記にご連絡ください。 

 連絡先  028-654-1626 会長宅 

  

なななかかかつつつぼぼぼ   
八幡さまと子供相撲の里  針ヶ谷中 

針ケ谷分校 

 

現在、公民館のある場所は、明治３０年に雀宮

村立尋常小学校（現在の中央小学校）の西校（針

ケ谷分校）として開校されました。以来、昭和４

４年に廃校になるまで７２年間、針ケ谷の子供た

ちが勉強していました。当時使われていた学習椅

子は、今も残っています（写真） 

また、公民館の南側には立派な３本の桜の木が

あり、雀宮桜百景になっています。 

桜を観におでかけください 

 

公民館をご利用ください 

連絡先  佐藤二三男さん宅（第４班）   

654-0780 

回覧 

● 5/25（日） 

ソバ打ち体験教室 

 

平成２５年度 定期総会開かれる 

新田小、下校時見守りボランテイア募集中 

 
公民館のさくら、「三姉妹…」？ 

2014/4/5撮影 

おおお知知知らららせせせ   

会員紹介コーナーの第 2 回目です。 

せきぐちゆきさんは、第３班にお住まい

のシンガーソングライターです。 

昨年は、母校でもある新田小学校の応

援歌や田中正造没後 100 年の記念イベ

ントで「渡良瀬の夢」を作詞・作曲する

など大活躍です。 

毎週月曜日、エフエムとちぎ、夜８時

３０分から、レデイオ・ベリーのＤＪで

生出演中です。 

みんなで応援しましょう。 

 

 じじももとと 

紀紀  行行 

せきぐち ゆき さん 

 

 

人・じん 



 No ６ 

針ケ谷中自治会 

平成2６年2月２８日（金） 

発行人  森  景樹 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

1/25(日)に 針ケ谷中公民館で、本年度２回目のソバ打ち体験 

教室が開かれました。参加者も多く、２回に分けてソバ打ちを 

体験しました。いつになく、腕も味も格別。 

次回開催には、さらに多くの方の参加をお待ちしています。 

 

 
まずは、そば粉とつなぎの配合から（左）右写真手前は倉井先生 

 

●今、暮らしている雀宮の将来は… 

 

 

 

 

 

 

              

２月の大雪被害    

 

２月は２回にわたり、大雪にみまわれました。 

当自治会内でも、カーポートの損壊や庭木の倒木 

で約２０件を超える被害が報告されました。 

被災した会員の皆さまにはお見舞い申し上げます。 

 

なななかかかつつつぼぼぼ   
八幡さまと子供相撲の里  針ヶ谷中 

春祭りとは 

毎年、八幡神社の神事、「春祭り」が

3/9（日）、１０時から開かれます。 

春祭りは、一年の豊作を祈念する農耕

神事と神輿渡御という、神輿に神霊を入

れる祭りに大別されます。熊野本宮大社

や宇都宮の二荒山神社は春祭りの代表格

といわれます。農業に携わらなくても、

一年の始まりに豊作や健康安全を祈念す

るにはいい機会です。 

だれでも参加できます。八幡神社にお

越しください。 

公民館をご利用ください 

連絡先  佐藤二三男さん宅（第４班）   

654-0780 

回覧 

●定期総会を開きます。 

おでかけください。 

3/23（日）  

午前１０時から、 

針ケ谷中公民館 

●雀宮地区の防災訓練  

3/9[日] ８時３０分から 

防災訓練を、市民センター前で開きます。

様々な訓練が体験できます。 

自然災害の少ない土地柄ですが、 

いざという時、処し方を体験して 

みてはいかがですか。 

この程、１０年後の雀宮地域ビジョン（構想）

が作成され、2/25（火）に説明会が開催されま

した。これは、昨年、多くの皆様からのアンケー

トをもとに作られました。 

一口にいうならば 

「歴史を感じ、そして自然を感じて 

豊かに安心して暮らせる雀宮」です。 

これから、皆さんにその内容を逐次紹介して 

いきます。 

孫子の代の安心安全なまちを築きましょう。   

お知らせ 

 

 

 

恒例のソバ打ち体験教室開かれる 



 No 5 

針ケ谷中自治会 

平成 25年 12月 5日（木） 

発行人  森  景樹 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

初冬の晴天下、収穫祭(新嘗祭)開かれる 

●新鮮野菜に果物、手作り品が並んだ模擬店 

11/18(日)に 八幡神社で恒例の収穫祭を行いました。 

無料のけんちん汁、神社役員による焼きそばや焼き鳥そして 

会員１２名による手作り品や新鮮野菜、果物の即売会。 

  １０時、開店が待ちきれず、時間前に売り出すお店も。 

  育成会の子供ゲームもいつしか大人も挑戦。 

  初冬の温もりのひと時でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

●新田小学校創立３０周年記念行事 

  新田小祭りでは９班の長谷川さんに、協力いただき 

昔遊びコ－ナーの「けん玉」を指導してもらいました。 

記念式典では自治会として感謝状をいただきました 

 

●八幡神社の護岸工事が終わりました 

過去、何回か土手が崩れ修復 

していました。今回、長持ちするように 

修繕をしました。 

 

なななかかかつつつぼぼぼ   
八幡さまと子供相撲の里  針ヶ谷中 

新嘗祭 
にいなめさい

とは 
秋に行われるお祭りは通称「新嘗祭」

といわれます。11/23 に天皇が今年とれ

た五穀を食べ、収穫に感謝するお祭りで

す。古くは飛鳥時代に始められたと言わ

れ、一時中断しましたが、「皇室祭祀令」

により、大祭(神社の重要な祭り事)に指定

されました。 

11/23 は勤労感謝の日ですが、現在の

国民の休日では最も定着した休日です。 

公民館をご利用ください 

連絡先  佐藤二三男さん宅（第４班）   

654-0780 

回覧 

 

元気に歩いたよ！！ 

12/1(日) 第４回ちゅんちゅんウオー

クが開かれ、第９班の江面八郎さんが 

最高齢で見本になると表彰されました。

(１０ｋｍの部、89 歳) 

また、第９班の長谷川直輝くんは、抽

選で一等賞の自転車を獲得しました。 

中自治会から２０名が参加しました。 

 

 

 

 

 

←江面さん 

長谷川直輝くんとご家族 

 



 No ４ 

針ケ谷中自治会 

平成 25年 10月 1日（火） 

発行人  森  景樹 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

ご協力ありがとうございました。 

●台風にも負けず、敬老祝賀会開催  9/16(月) 

9/１6(月) 恒例の敬老祝賀会を開催しました。 

中坪では 117名の敬老者がおります。 

１５班の大島さん、９班の藤平さんが所属する 

「あおばや趣味の会」のみなさんの新日本舞踊も色っぽい。 

今回、初めてのマジックフレンズゴールドのみなさんの手品。 

時々、種明かし失敗もあり、笑いがこぼれた祝賀会でした。 

来年も多くのご参加をお待ちしています。 

  

大嶋さんと藤平さん      あれ￤失敗かな 

            マジックフレンズゴールドのみなさん    

                                      

●腕相撲と土俵の２ツの戦い 9/8（日） 

十五夜祭に合わせ、子供相撲が開かれました。 

雨のため、スタートは室内で相撲甚句と腕相撲を。 

すぐ雨もやみ今度は土俵での勝負。 

一段と子供たちの歓声も高くなりました。 

 

        

裸足は気持ちいい     手がとどきませんね 

なななかかかつつつぼぼぼ   
八幡さまと子供相撲の里  針ヶ谷中 

“針ヶ谷二子塚古墳” 

雀宮中学校から西に向かい、兵庫川を渡

ると、南側に造成している一角があり、

道路沿いに栗の木が一本残る小さな丘

があります。そこが、針ケ谷二子塚古

墳の跡です。 

古墳時代の 

ものとされ 

帆立貝の形 

の古墳でした。 

丸い部分は 

直径が約 27ｍあって、小さな土器の 

カケラはみつかったようです。 

公民館をご利用ください 

連絡先  佐藤二三男さん宅（第４班） 

       654-0780 

10/26(土) 新田小運動会 

11/17(日) 秋祭り（収穫祭） 

       出店者を募集します 

12/1(日)  ちゅんちゅんウオーク 

参加募集開始します。 

回覧 

※ これからの行事案内 ※ 

 

下校時見守りボランテイアを募集中 

デマンドタクシーの 

試験運行はじまりました ↓ 

-少しの時間で新田小 子供たちの見守りを- 

            連絡先 自治会長まで 

 

 

 



 No ３ 

針ケ谷中自治会 

平成 25年 8月 3日（土） 

発行人  森  景樹 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

ご協力ありがとうございました。 

●頑張りました天王さま  7/14(日) 

７/１４(日) 午前９時 30分から１2時の間、 

自治会エリア内を花台車、子供みこしを繰り出しました。 

みこしの重さも体験しました。おはやしにつられて 

掛け声とともに花台車も引きました。 

会員の皆様には、お賽銭はじめ沿道見守っていただき 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

                  子供御輿 

 

 

 

 

                                       

●新田小地区の盆踊りは… 

力を合わせてチームワーク賞を 7/20（土） 

昨年の雷、突風での中止を晴らすかのように、 

新田小地区盆踊りは、盆踊り日和でした。 

子供たちの踊りはチームワーク賞を…。 

花火もヤッタヨー。 

 来年も観にきてください。 

 

●これからの行事案内 

デマンドタクシー登録募集中 

 

なななかかかつつつぼぼぼ   
八幡さまと子供相撲の里  針ヶ谷中 

“大和
や ま と

川
がわ

” 
針ヶ谷は昔から草相撲が盛んでし

た。その横綱に「大和川」という

力士がいたそうです。東京の相撲

界でも名をはせた力士だったよう

です。その証が八幡神社の境内入

口の社柱にあります。 

宇都宮市には、明石志賀之助と

いう横綱がいました。初代横綱と

して今も記録が残っています。 

針ヶ谷の「大和川」はどんな 

相撲とりだったのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公民館をご利用ください 

連絡先  佐藤二三男さん宅（第４班） 

       654-0780 

 

花台車 

9/8(日) 10 時～ 八幡神社 

   十五夜祭り、子供相撲、 

9/16（日）10 時～ 公民館 

  自治会主催敬老祝賀会 

回覧 

 

 

 

 



 No ２ 

針ケ谷中自治会 

平成 25年 6月 15日（土） 

発行人  森  景樹 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

●もうすぐ天王さま  7/14(日) 
７/１４(日) 午前９時 30分から１３時の間、 

恒例の天王さまのお祭りを行います。 

御輿や花台車が子供たちの手で引かれ 

針ヶ谷中エリアを回ります。（コースは別回覧） 

みなさんのお近くにきたおりは声をかけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

●やっぱり手打ちだね… 

  第一回 そば打ち講習会開かれる 

 

さる５月２６日(日)、今年１回目の 

ソバ打ち講習会が公民館で開かれました。 

副会長の倉井さん（第 1 班）の指導のもと、 

６００グラムのそばを打ち、茹で体験もして 

全員で食しました。少しやわらかめの生地で 

苦戦した参加者もいましたが、自分で打ったそば 

は格別うまかったでしょう。 

次回の参加をお待ちしています。 

 

 

●当面の行事案内 

 

なななかかかつつつぼぼぼ   
八幡さまと子供相撲の里  針ヶ谷中 

“八幡さま” 

中坪にある神社は八幡（はちまん）

神社といいます。 

昔から八幡さまと呼ばれ、日本の

神社の中でも一番多い神社です。

通称、八幡太郎義家(源義家)が、

東北の武将、清原武衛を征伐した

際、この地に神社を設けました。

五穀豊穣、健康、家内安全など鎮

守の神様です。 

針ケ谷中自治会では、この八幡さ

まを中心に、子供御輿、子供相撲、

収穫祭、元旦祭、春祭りが、毎年

行われています。 

 

 

公民館をご利用ください 

連絡先  佐藤二三男さん宅（第４班） 

       654-0780 

 

5/25 から太鼓の練習始まる 

7/20（土）16：30～ 

新田小地区盆踊り大会 

 

太鼓の先生は、 

第 3 班の関口由人さん 

 

回覧 



創刊号 NO1 

針ケ谷中自治会 

平成 25年 4月 13日（土） 

発行人  森  景樹 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

創刊号発刊にあたって 

針が谷中坪エリアには、楽しくなる祭事や伝統があります。 

まず、会員の皆様に会報を通してお知らせしていきます。 

知って、参加して、楽しめる「なかつぼ」にしませんか。 

                                       

最近の行事から 

● ３/２４（日） 自治会定期総会が開かれる 

 

午前１０時から、定期総会が開かれました。 

委任を含め、会員の９５％参加のもと、昨年の事業、 

決算報告及び平成２５年度の事業計画と予算及び役員 

体制が承認されました。 

会員の皆さんのご協力と各事業への参加をお願いします。 

   

議長 第１１班の稲垣さん 

 

★ 新しい役員体制は(敬称略)   

              

会  長  森 景樹 第９班 新任 

    副 会長  倉井耕一 第１班 

          大野英子 第９班 

          相馬節子 第７班 

          布野俊一 第 12班 新任 

    会  計  千葉朝明 第１３班 

    会計監査  山本新一 第６班 

          井上好美 第９班 

  班は２５班体制です。班長さんは全員交代しました。 

ご協力をお願いします。 

なななかかかつつつぼぼぼ   
八幡さまと子供相撲の里  針ヶ谷中 

“針ケ谷”地名の由来は 

 

約１０００年前、八幡
はちまん

太郎
た ろ う

義家
よしいえ

（源

氏）が、蝦夷
え ぞ

征伐
せいばつ

（東北地方）の

ためこの地にきて、蝦夷を制圧し

ました。功績のあった藤原宗円は

（後、宇都宮宗円）二荒山の社務

職と下野守を任じられました。こ

の時、功績抜群であった針
はり

ケ
が

谷
や

備 中
びっちゅうお

守
もり

は針ケ谷の地を賜ったと

され、その名が針ケ谷の地名にな

ったといわれています。 

 

★ 平成２５年度の主な事業は 

5/26   そば打ち教室 

7/14   子供御輿(夏祭り)                         

9/15   子供相撲（十五夜祭り） 

9/16    敬老祝賀会         

11/17    収穫祭(新嘗祭)                           

12/22-１/5  元旦祭                           

3/9      春祭り(祈念祭) 

                     

雀地区の事業もあります。               

回覧で提供していきます。 

又、後半からデマンドタクシ-の運行が 

予定されています。 

    が予定されています。 

  

公民館をご利用ください 

連絡先  佐藤二三男さん宅（第４班） 

       654-0780 

 


