
 これが古墳カレー 皆で頂きました 
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 開会式と準備運動 コスモスの咲く田川の岸 

秋空のもと ５００人が豊郷まほろばの道を完歩 

 
１０月７日（日） 豊郷まほろばの道歩け歩け大会が開催されました。 
今年は、蒲生君平生誕２５０年記念事業として行い、コース上にある 

北山古墳群、瓦塚古墳群では、大会参加者を対象に専門家による 
説明会が催されました。 

  
 瓦塚古墳群の説明 北山古墳群の一つ宮下古墳の説明 

蒲生君平生誕 250 年君平古墳祭 
 10 月 20 日（土）、豊郷地区瓦塚古墳・帝京大学宇都宮キャンパス

で君平古墳祭がおこなわれ、豊郷中学校生徒・バンビーニとよさと・

市民等多くの参加者が楽しみました。豊郷子どもお囃子会の太鼓の迎

えで開会式、瓦塚古墳の説明、本日の記念イベント「古墳で遊ぶダン

スワーク」が舞踊家 妻木律子氏の指導で参加者全員が思い思いのポ

ーズで古墳の斜面に人間模様を描きました。 
 その後、皆で帝京

大学食堂に移動し、

めづらしい前方後

円墳カレーを頂きました。 
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豊豊豊郷郷郷まままつつつりりり   
 平成 30 年 11 月 11 日（日）に「豊郷まつり」が開催されました。快晴の素晴らしい天候に恵まれ、大勢

の来場者の「まつり」になりました。開会式の後、農産物等展示即売、各グループの焼きそば・うどん等の

販売があり、センター内では健康作りコーナー、バザー、お茶会、ステージではハワイアン等の出演と多岐

にわたる催しがありました。そして 11/9 から開催されている書道、彫刻等の展示もこの日まで行われ、素晴

らしい一日でした。 
 
 
 
 
 
 
 

午前９時から大会役員、来賓、来場者が集まって開会式が行われました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 村づくり推進協議会の農産物は人気があります。 

 
 
   
  
 包括支援センター  

 社協の展示 豊子連の模擬店 体育協会の模擬店 はしご車体験 
 

以上の他、屋外・屋内各種イベントの中からいくつかの写真を下に掲載します。 

    
 今泉新町御囃子会 豊郷中学校吹奏楽 食育コーナー オンステージ 

    
 豊子連 和太鼓 ちびっこ輪投げ 鮎塩焼き 各種展示 



平成 30 年度第 1回豊郷地区地域内交通推進員連絡会議開催 

 10 月 27 日（土）午前 10 時から豊郷地区市民センターで推進員連絡会議が開催されました。推進員連絡

会は、豊郷地区連合自治会 41 単位自治会の推進員で構成されております。推進員の主な役割は、地域内交

通「とよさと まほろば号」への所属自治会の利用登録勧誘とこれまでの利用状況の把握です。会議では、次

年度の更新手続きを既登録者に伝えることが求められました。また、推進員は所属自治会会員の要望を汲み

上げる窓口になり、より良いサービスになるように改善点を進言してほしいとの話でした。 
 なお、10 月 1 日から 1.5 台体制の運行で利用者のサービス向上に努めています。 

  
熱心に説明を受けている各推進員 

 

クリスマスコンサート開催される 
 12 月 16 日（日）、午前、午後の部と 2 回に

わたり県立宇都宮北高等学校 吹奏楽部と協

賛出演の宇都宮市立豊郷中学校 吹奏楽部の

すてきな演奏会が、豊郷地区市民センターで

開催されました。曲目は皆様ご存じのミュー

ジカル「オズの魔法使い」より～虹の彼方に 
～ほか、おなじみの曲が多数演奏されました。

最後に、クリスマスソングメドレーが演奏さ

れプレゼントもあり、子どもも大人もすてき

なクリスマスを堪能していました。 

 

素晴らしい北高・豊中の合同演奏 

終わりに「今日の日はさようなら」を歌いながら 

サンタとトナカイさんが子どもたちにプレゼント 

 

豊郷地区社会福祉協議会主催 

「ふれあい会食会」 
 11 月 22 日（木）豊郷市民センターで、65 歳

以上の一人暮らしの高齢者対象に「ふれあい会

食会」が開催されました。主催者挨拶の後、地

域内交通「まほろば号」の案内があり、各々の

テーブルを囲み、出席した方々と和やかに歓談

されながら食事をとられながら、アトラクショ

ン（ウクレレ セブン・パラダイス）を楽しん

でおられました。 
 
(左) 
社会福祉

協議会の

小林会長

ご挨拶 
 

 
(右) 

アトラ

クショ

ン 



  
 

 
 
 
 
 
 

種目 結果 総合順位 地区 得点 
総合 優勝 総合優勝 豊郷 66 
ソフトテニス 優勝 準優勝 清原 60 
卓球 準優勝 第 3 位 河内 49 
ソフトボール 
（壮年男子） 準優勝 総合優勝を祝い、11 月 24 日（土）に祝賀会が催さ

れました。集まった関係者です。 

 

ソフトボール 
（実年男子） 準優勝 

ソフトボール 
（女子） 準優勝 

グラウンドゴルフ 
（59 歳以下） 準優勝 

 

豊郷地区市民センターの管理嘱託員を募集します！ 
豊郷地区市民センターでは，平成３１年４月からセンターの安全管理業務などをしていただく嘱

託員を次のとおり募集します。 
１募集人員 若干名 
２業務内容 職員の勤務時間外におけるセンター管理業務（会議室や本の貸し出しなど） 
３任用期間 平成３１年４月１日～平成３２年３月３１日 
４勤務時間 平日：午後５時～午後９時４５分（月に４～６回） 
 土日祝日：午前８時４５分～午後９時４５分（月に２～３回） 
５応募資格 心身ともに健康な方 
６報  酬 １勤務日あたり平日５,８００円・土日祝日１５,２００円 
７申込期間 平成３１年２月４日（月）～２月１２日（火） 
 （ただし，土日祝日を除く午前８時３０分～午後５時１５分） 
８提出書類 履歴書１部（応募者がセンターまでご持参ください） 
９選考方法 １次書類選考，２次面接により決定 

※詳しくは、豊郷地区市民センターまでお問い合わせください。 
【問合せ先 まちづくり支援グループ ☎６６０－２３４０】 

 

第第 5566 回回宇宇都都宮宮市市市市民民ススポポーーツツ大大会会総総合合優優勝勝！！  
 今年の宇都宮市市民スポーツ大会は 9月 23日から 11月 4日に開

催され、台風による中止の競技もありましが、豊郷地区は 19 種目

の全競技に参加して 4 年連続の総合優勝に輝きました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

豊かな郷づくり推進協議会のホームページ  ゆたかなさと豊郷   検索  

豊郷データ 

面 積 23.73ｋ㎡ 

世帯数 14,153 世帯 （＋63 世帯） 

人 口 33,398 人 （+70 人） 

 男 16,682 人 （+43 人） 

 女 16,716 人 （＋27 人） 

平成 30 年 12 月 1 日現在 

（H30 年 9 月 1 日比） 

「広報紙編集またはホームページ作成をして下さる 

ボランティアの方はいませんか。 
豊郷地区内にお住まいで、ご自分のパソ
コンを持っている方であれば、初心者で
も大歓迎です。1～2 人募集します。下
記に連絡下さい。 
豊かな郷づくり推進協議会広報部会 

(豊郷地区市民センター内) 
☎660-2340 FAX660-2270 

 

ソフトボール大会の結果 

開催日 1２月 2 日 

優 勝：富士見が丘自治会 
準優勝：川俣町桜ヶ丘自治会 
以下順不同です。 
第３位：岩本町自治会、豊郷台二

丁目自治会 
第５位～第 8 位：岩曽町自治会、ニュ

ー富士見ヶ丘団地自治会、ローズタウ

ン自治会、岩曽団地自治会 

卓球大会の結果 

開催日 9 月 1６日 

優 勝：富士見が丘自治会 

準優勝：関堀町上自治会 

以下順不同です。 

第３位：関堀町中自治会 

ニュー富士見ヶ丘団地自治会 

第５位～第 8 位：竹林町下自治会、

下川俣町東自治会、豊郷台二丁目

自治会、川俣町桜ヶ丘自治会 


