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愛鷹交番からお知らせ

愛鷹小５年生稲刈り体験 10月12日㈬

体育大会開催への経緯

３、中止の判断
緊急事態宣言、及びまん延防
止等重点措置摘用の場合は中止
する、としましたが適用もなく
＊

＊

無事開催することができました。
＊
４年ぶりとなった大会なので、
小学校四年生以下の子どもたち
にとっては初めての体験だった
と思います。小学校の運動会と
は違った楽しみがあったのでは
ないでしょうか。愛鷹地区の将
来を担う子どもたちへ楽しい行

三須）

事を開催し伝えていくのは大人
の役目だと思います。
（体育委員長

種目については、昨年度の各
自治会体育委員さんに、自治
会でアンケートや競技の案を
出してもらい、本部役員で検
（荻原）
討しました 

４年ぶりで、本部も初めて
の人が多く、種目を新しく
したので全て手さぐりだっ
たので大変でしたができて
良かったです  （佐野）

大型ポンプ操法は消
防車とのふれあいに
かわりました

コミュニティ三大行事の一つ愛
鷹地区体育大会、今年度開催にあ

たりコロナ禍で開催するにはどの

ようにしたら良いかを考えました。

１、選手集め・種目
できるだけ選手集めをする自治
会役員の負担を減らし、参加のお
願いではなく自主的に参加したく
なるような競技種目の設定。地区
センターに申し込み箱の設置や、
子供会・生徒会各支部グループラ
イン等へ競技種目の呼びかけをし
てもらい、参加者を募りました。

２、開催時間
開催時間に関しては、やはり感

染リスクを伴う昼食はやめて、正

午を目安に終了することを目標に

種目数の設定をしたため、二種目

暑さもやわら


いだ天気のも
と、３年ぶりに１年生から６年生
の全校児童がそろっての運動会が
早朝から全校児童がグラウンド
に集まり、その後応援席に着席し
た子供たちの気持ちが少しずつ高
まってくる様子が感じられました。
応援の声はマスク越しからでも
力強く、子供たちの一生懸命応援
する姿がとても印象深かったです。
また、下級生が上級生を頼る姿、
それに対しサポートしてあげる姿
は大変微笑ましくもあり、あらた
めて愛鷹小学校の児童の優しさや
思いやりを感じることができまし
た。
競技内容も制限されている中で
はありましたが、日々の練習の成
果が十分に発揮され、大きな感動
を与えてくれました。
コロナ禍で学校生活の醍醐味を
感じられる機会が少ない中、久し
ぶりに子供たちのたくさんのパワー
（田中）

があふれる充実した運動会になっ
たと思います。

閉会式 講評
体育

リッパ
でけデカス
遠くへ飛ん
50ｍ個走

同時進行となる種目もありました

文化の部 最優秀賞

東原チーム
優勝

が、種目数を増やすには良かった

１年Ａ組「絆」
２年Ｂ組「時を越えて」
３年Ｃ組「Story」

体育大会
10月11日 ㈫

のではないかと思います。

10月２日（日） 愛鷹小グラウンド
今年度鷹根祭は３年ぶりに子供達の姿を見ることが出来ました。
文化の部は練習をした成果が歌声に現れていてどのクラスも甲乙つけがたい素晴らしい合唱でした。
体育の部は応援団の迫力ある応援合戦から始まりました。何度引っかかっても何度転んでも立ち上がり真剣な表情で跳んで走る
姿に胸が熱くなりました。優勝目指してクラス一丸となり最後まで諦めない粘り強い子供達に成長を感じました。
（伊藤・木内）

選手宣誓

一致協力力くらべ

開会式 大会会長あいさつ

愛鷹地区

４年ぶりの
体育の部

優勝 赤軍

10月６日 ㈭

百足競走

文化の部

男女混走300歳リレー

行われました。

10月22日（土）

愛鷹小運動会
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鷹根祭

愛鷹中

燃やせ 愛鷹魂
輝く笑顔をつかみ取れ



時の

夢・ときめきフェスティバル in 愛鷹

11月５日
（土）

穏やかな晴天のもと、３年ぶりとなる愛鷹地区
コミュニティまつりが開催されました。
今年は一日のみの開催となりましたが、
開会式に合わせたくさんの方の来場があって、大
賑わいの会場となりました。会場内全ての入り口
には体温測定所を設け、アルコール消毒とマスク
の着用などを徹底し、感染対策の実施もしっかり
行われていました。
ステージでは様々な発表があり、フラダンスを
披露した女の子は「緊張したけど楽しかった」と
笑顔で話してくれました。クレーン車の操作体験、
消防車やパトロールカーの乗車体験では、普段触
れられない特殊な車両に子供たちは興味津々のよ
うでした。
キラキラした瞳でお店を巡る子供たちの楽しそ
うな様子を見て、昔の自分もワクワクしながらこ

エコ推進部の活動のひ

とつであるグリーンカー

テン写真コンテストの応

募作品を展示しました。

コンテストにふさわしい

素晴らしい作品の数々で

した。
春に朝顔と夕顔の種を

希望者に配布し、各々で

育てたグリーンカーテン。
今回は賞表彰をやめ、

応募者全員に賞品を贈呈

しました。
（エコ推進・三須）



４位：西椎路Ａ

のイベントに参加したことを思い出しました。

３位：西椎路Ｂ

愛鷹地区のこうした世代間の交流ができるイベ

２位：柳沢

（岡野）

優勝：大久望町Ａ

来年は、今年以上に

てくれたと思います。

んでいました。大会終了後は体験会を行い、多くの方が興味を持っ

初めてモルックをやる人も、試合の中でメキメキと上達し楽し

開されました。

なかったですが、大人の部と子供の部に分けて白熱した試合が展

い、種目も初のモルックにしました。参加チームは７チームと少

３年ぶりとなる今大会は初めてコミュニティまつりの会場で行

三世代ふれあい輪投げ大会

ントは、これからも大切にしていきたいものです。

グリーンカーテン写真コンテスト


勝ったらスシローぜ

もっとモルックを周知し

子供の部 優勝

てもらい盛り上げていき

青野A

（佐野）

大人の部 優勝

ます。

第32回愛鷹地区レクスポ大会
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第41回愛鷹地区コミュニティまつり



浅間神社の祭典 西椎路

店もあり、子供
から大人までた

月９日㈰、愛鷹中入口バス停から

北へ２００ｍ行った所にある西椎路浅
くさんの人達と

さ

く

や ひ めのみこと

桜の美しさを体現しているそうで、

女神さまが祀られています。

神社には木花之佐久夜毘売命という

このはな の

感じました。

はとても寂しく

開催されないの

場でしたので、

ふれあう交流の

間神社にて、神事が行われました。
当番の方々は、一ヵ月前から草刈り
や大掃除、お供え物の準備などをして
きました。参拝者に配るおこわの支度
は、お米を何度も研いできれいにする
のが大変だったそうです。
ここ何年かはコロナ禍で、今年もお
まつりは行われませんでしたが、本来
は子供会によるお神輿があったり、舞

消防団員募集
愛鷹のヒーローにな
りませんか。地域防災だけで
なく、消防団活動を通じて地
域を盛り上げ楽しく活動して
います。消防団員は仕事と両
立でき、特別職の地方公務員
として手当や保険もあります。
愛鷹のまちを守るためあな
たのチカラが必要です。興味
のある方は「沼津市消防団」
で検索、または自治会やお近
くの消防団員へ声をかけてく
ださい。 （方面隊・高村）

月

日㈯午前９時

分～

地区センター大会議室
回元旦歩こう会】
分までに集合


時～

日㈯午後５時～

月

日㈭～１月３日㈫

年末年始休館日のお知らせ】

【地区センター・市民窓口

地区センター

１月

【星を観る会】

愛鷹中学校

１月８日㈰午前

【二十歳の集い（成人式）】

柳沢「赤野観音」

午前６時

１月１日㈰（雨天中止）

【第

【夢倶楽部セピアコンサート】

掲 示 板



愛鷹地区
健やか会だより

春になるととてもきれいな桜が咲く神

大きくて

45

台を設置してカラオケ大会やビンゴ大
（植松）

楽しみ

17

会をしたりしました。
社です。

御祈願祭は、益々の発展と五穀豊穣

主さんのお話などがありました。
への感謝、鳥谷区民皆さまの安全、平
和、健康を祈願するものです。

おふろが

12

焼きそば、おでん、焼き鳥などの出

熊野神社は平成５年に建替えられ、
管理委員会の方達が主体になって４年
に一度のペースで外装の塗装を行って
いましたが、社の造りが複雑で塗るの
に困難な箇所もあったため、今年は８

日㈰、天気の良い中で執り
すが、例年では神事を行った後に子供

いいかおり

10

月に業者さんに依頼しました。
月

綺麗に塗装されてから最初の秋の祭
典は
当番組の方達のお供え物等、準備も
達がお神輿を担いてにぎやかに町内を

台風やコロナ禍で中止になっていま

万端でした。時間になり拝殿に着席す
練り歩いていました。来年から再開し

行われました。

ると神主さんの太鼓で神事が始まり、
（川口）

てほしいです。

楽しくて

お祓い、玉串奉奠、御神酒で乾杯、神

竹細工づくり、準備万端
健やか会スタッフ全員でア
イデアを出し合い、子供たち
の喜ぶ姿を思い浮かべて、竹
細工づくりを計画しました。
９月 日㈰朝の９時に集合し、
竹の切り出しを行いました。
その後、地区センターにて、
のこぎりの使い方や竹の切り
方を教わり、子供たちの笑顔
を想像しながら、竹ぽっくり、

何が当たる

ぶんぶんゴマ、カエルのペン

くせになりそう

30
かな

ダント、輪投げなど実施する
ことを決めました。
子供たちが好きな物を選べ
るように、また材料の元とな
る竹の節などを残して興味が
持てるようにしました。
私たちスタッフも皆、楽し

楽しかったコミュニティまつり
～子供も大人も笑顔がいっぱい！

28
29

くじ引きで

23

54
12

10

熊野神社 秋の祭典《御祈願祭》と外装塗装工事 鳥谷

2022年
（令和４年）
12月15日 発行

10

みながら作業を進めました。

竹ぽっくり、

回すの上手でしょ

自治会長や総代、当番宿の方々など
役員18名が参列をして、神主の方
２名にお祓いをしていただきました

25

あ した か 地 域 情 報
第48号
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びっくり！

新地区センター
建設委員会だより①

交通規制が
変わりました！

９月 日㈮ 時から、都市
愛鷹地区センターの旧館は、
計画道路金岡浮島線の西椎路
昭和 年に旧愛鷹小の講堂と
し て 建 設 さ れ 築 年 を 経 過 、 工区（目黒身～西椎路）の通
行が開始されました。
新館は昭和 年に旧愛鷹公民
その際、沼津椎路郵便局の
館として建設され築 年以上
南側交差点については、開通・
経過し、市内の地区センター
規制変更に伴う安全を確保す
の中で最も古い建物となって
るために東西南北、四方向が
います。堀内コミュニティ会長
『
一旦停止』となっていました
の新任挨拶にありましたよう
が、 月１日からは東西の広
に、地区センターの建替えが
い道路が優先道路となりまし
実施されることになりました。 た 。 南 北 の 道 路 に つ い て は 、
引き続き一旦停止となってい
そこで、３月に 名の委員
ます。
が選出され、建設委員会が立
度々の規制変更で戸惑う方
ち上がりました。
もいると思いますが、過去に
今年度は、現地区センター
はこの交差点で多くの事故が
の良い点、改善したい点など
発生しています。表示に従っ
の洗い出しや、市内の地区セ
て、歩行者も車両も気を付け
ンターの見学や間取り図、写
て通っていただきたいと思い
真等を通して新地区センター
ます。
の諸室・機能性等を議論して
年末のあわただしい中、健
きました。
康で新年を迎えられるよう交
通ルールは守ってください。
（石井）
地域の皆さんの利用しやす

い地区センターを目指して、

バリアフリー、エレベーター

設置、避難所としての機能の

検討、諸室の間取りなど、令

和８年度の運用開始に向けて

30

12

15

愛鷹交番からお知らせ

歳以上の女性が狙われています！

令和４年１～６月までに
静岡県内で発生した特殊詐
欺被害件数は、２０２件で
した。
被害に遭われた方の約９
割が 歳以上、そのうちの
約８割が女性で、その中で
もひとり暮らしや昼間にひ
とりで過ごす方が特に狙わ
れています。
増加している手口は、市
役所職員を騙り、
「介護保険
の還付金がある」などとＡ
ＴＭに誘導し、携帯電話で
指示しながらＡＴＭを操作
させて現金を騙し取る還付
金詐欺です。

電話で「還付金」
「ＡＴＭ
に行って」
「ＡＴＭに着いた
ら電話して」は詐欺！
ＡＴＭを操作しながらの
通話は危険ですのでやめま
しょう！
また、特殊詐欺被害につ
ながるサギ電話にでないた
めに、以下の対策が有効で
す。
◦家の電話は在宅時でも留
守番電話設定にしておく。
◦ナンバーディスプレイに
して知らない番号は電話
にでない。
◦迷惑・悪質電話防止機能
付きの電話機や装置を活
用する。

愛鷹交番
☎055－966－9771

55

随時建設委員会が開催されて

金岡浮島線

40

（石井）

郵便局

26

います。

根方街道

70

12

65
65
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あしたかニュース編集委員

集

後

記

鈴木 正伸（編集委員長）
石井いづみ（副委員長）
江本 文子（
〃 ）
【三班編集委員】
西山幸三郎（鷹根台）
植松 吏枝（西椎路）
川口 正樹（鳥谷）
岡野恵莉子（青野）
横山 邦夫（エコ推進）
田中 美樹（ 小学校ＰＴＡ）
伊藤 理沙（ 中学校ＰＴＡ）
木内郁奈子（
〃
）
荻原 幸治（体育）
佐野 良治（ 〃 ）
【きずな編集委員】
桜井 栄子（健やか会）

編

秋は、スポーツ、芸術、食
等多彩な趣味嗜好や行事に囲
まれる季節であるが、昨今は
コロナ禍などによる公的制限
や自主規制により様々な行事
が中止になることが多い。し
かし、今年の愛鷹地区では地
域住民や役員の熱い気持ちや
多大な努力から伝統的な行事
や祭りが数多く実施された。
多くの編集委員がこれらに参
加し、取材し、今号を発行す
るに至った。今後も地域住民
の皆様には愛鷹地区の素晴ら
しい伝統と行事を継続願いた
いものである。
（西山）






