
7月20日(土)梅雨がまだ明けぬ不安定な天気の下で『美田納涼祭』が開催されました。今年は熱中症対
策のために開演時間を15時に遅らせ、常盤松中学校の「吹奏楽」から始まり、「スイカ割り」、「和太鼓演奏」、
「中国舞踊」､「J-POPS演奏」､「エアロビクス」等バラエティに富んだプログラムで皆様に楽しんで頂きました。又、
子供コーナーでは「ヨーヨー釣り」､「スーパーボールすくい」､「当たりくじ」､「射的」､「スマートボール」等が大賑わ
い､最後まで長蛇の列ができました。更に子供達にはお菓子と ご提供頂いたオレンジジュースが配られ会場全
体が笑顔にあふれました。 模擬店ではカレー､ゴーヤアイス､玉こんにゃく､かき氷が大盛況でした。
夕方からは元川会長の挨拶に続き､井崎流山市長､齋藤衆議院議員ほか多くのご来賓の方々からご祝辞
を頂いた後､櫓を囲んで「納涼盆踊り」が行われました。最後には「ビンゴ大会」と「大当たり抽選会」で盛り上がっ
て､華やかな納涼祭は閉幕となりました。
今年も美田自治会員だけでなく、近隣自治会からも多数お越しいただきました。ご協賛を頂きました皆様、

準備・運営に携わってくださった多くの皆様に心から感謝を申し上げます。

http://www.mita-jichikai.org/kouhou.html 発行：美田自治会

令和元年度

美田納涼祭

美田コミュニティだより No.203
美田コミュニティだより 令和元年(2019) ８月号

特集号

笑顔にあふれた！ 「美田納涼祭」
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令和元年度 美田納涼祭 ご協賛者芳名（敬称略）
多数の皆様にご協賛、ご支援を頂き今年も盛大に納涼祭を挙行する事ができました。誠に有難うございました。

【自治会】
ウッドパーク初石自治会
おおたかの森西四丁目自治会
おおたかの森南一丁目自治会
おおたかの森北東自治会
シティパラス柏自治会
ときわまつ自治会
喜楽会
駒木台第一自治会
駒木台第二自治会
四季野自治会
十太夫自治会
西初石一・二丁目自治会
西初石五丁目第二自治会
西初石三丁目自治会
西初石四丁目自治会
西柏台第二町会
西柏台明光町会
西柏第二町会防犯部
青田自治会
青田第一自治会
第一住宅初石団地自治会
東初石一丁目自治会
東初石三丁目自治会
東初石四丁目自治会
東初石二丁目自治会
東部地区自治会連合協議会
柏ハイライズ自治会
【団体・会社・商店】
2YU－CLB
NPO法人 C＆Cクラブ
NPO法人 グループホーム花いちもんめ
NPO法人 なでしこ会
さわやか福祉の会 流山ユー・アイ ネット
テニスクラブさつき会
ハッピーサークル
日本のおどり文化協会
流山市商工会議所おおたかの森支部
流山市消防団第十九分団後援会
あいおいニッセイ同和損害保険 美田代理店
医療法人社団曙会流山中央病院

美田エンジョイズ
美田ボランティア
美田囲碁苦楽部
美都里会
流山勇太鼓会
(株)KD企画
(株)P&Eフーズ柏店営業
(株)Ｓ・Ｋホーム
(株)アームス共立保険
(株)あさひ葬祭
(株)カブラキスタンド
(株)クリーニング ルック
(株)フジタデンキ
(株)初石鈑金
(株)石内建設
(有)さくら設計企画
ASA流山おおたかの森
JＡとうかつ中央 十太夫支店
エーデル洋菓子店
エミタス タクシー柏（株）
かぶらき自動車
カルナフィットネス＆スパ 柏支店
システムショップ すずき
セレモニーホール天翔
バーバーコイズミ
ぱあまや puchi
パブ 多来人
ビューティしぇるもあ
ヘアースタジオびーぐる
ヘアサロン アラカワ
メガネ・アイファミリー
井上歯科クリニック
会田商店
学研 美田教室
関商店
居酒屋 みらく
京和ガス株式会社
酒巻園芸
初石サンシャインゴルフ
初石商事
富田建設工業株式会社

青木新聞店
肉のマサミチ
馬場内科医院
村田塗装店
八木郵便局
美容室 マルコ
美容室きらきら
大俊建築
福井電機（株）
豊園茶舗
明賀屋
【個人】
安 邦男
安住 正
伊藤 和夫
浦野五郞
永田 勝
加賀 万亀男
加藤 勝紀
河智 徹
河本 一宇
吉澤 暉司
宮尾 克彦
弓田 博
橋本 将
橋本 清
金井 芳生
金子 茂則
元川 忠久
古谷 尚子
後藤 修
佐藤 康雄
佐南 恒雄
坂江 正信
山川 豊子
山本 節男
志村 恒彦
宗岡 広太郞
勝見 國男
小笠原 一成
小田島 英治

小澤 龍太
松島 英雄
松本 正彦
松本 登
森本 勝
須賀 英之
杉浦 武
清水 恭行
西島 史江
西尾 勝
川村 廣道
池和田 政寛
中島 昭江
長岡 義一
長谷川 静江
津久井 芳槻
藤井 誠
徳竹 勝治
畑 孝造
米満 三千穂
有賀 義矩
龍田 進
廣野 隆一
栩秋 正弘
櫻井 豊吉
栁川 衛

【美田自治会員各位】
上記、ご協賛者様方への感謝と一層のお引き立てのほど、よろしくお願いします。（会長 元川）
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納涼祭写真集（１）

◆常盤松中の素晴らしい演奏で 美田納涼祭の始まりです

◆子供達が主役の「すいか割り」 ◆中国舞踊；ファンダンスの「夜来香」

◆和太鼓Annmaの 子供達も一緒 ◆中国舞踊；ファンダンスの「青花瓷」（壺のこと)

◆美田バンドの「J-POPS演奏」 多くの子供達が櫓で楽しんでます

美田コミュニティだより 令和元年(2019) ８月号

納涼祭写真集（２）

◆皆でエアロビクス ◆元川会長 ご挨拶 ◆井崎流山市長

◆齋藤健元農水大臣 ◆武田県議会議員 ◆左から森、森田、石原流山市議会議員

◆大人も子供も 「踊って！ 踊って！」

◆子供達へお菓子の プレゼント

◆日本のおどり文化協会の 皆さん

4◆子供コーナも女性陣活躍で売上倍増
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EDOSEN 学生来訪

６月21日、28日(金)江戸川学園おおたかの森専門
学校(略称EDOSEN)社会福祉学科２年生9名と引率
の永田先生(計10名)が「地域福祉に関するソーシャルワー
ク」の調査で美田自治会を訪問していただきました。
美田自治会の活動概要と調査目的の福祉活動をス

ライドで説明した後、学生からは「お一人暮らしの見守り
活動等福祉」に関する質問が活発に出るなど、有意義な
演習訪問になったようです。

＜課題＞
地域福祉活動(お一人暮らしの見守り活動等)

活きいき昼食会
＜お一人暮らしの見守り活動の例＞

美田２号公園 花壇の植替え

6月3日(月)流山市より夏季の草花が配
布され、美田２号公園にて多くのボランティ
アの方々と植え付けを行いました。

江戸川学園の皆さん

納涼祭写真集（３）

新システム(？) ビンゴ大会 家族みんなで！

ビンゴ･･･！

大当たり抽選会 ２等 １等

美田自治会のKD委員会では、お一人暮らしの方々
へのさり気ない見守り活動を行っています。
今年も6月12日(水)懇親昼食会を開催しました。

当日は24名のご参加をいただき、近況報告や懐メロ
クイズで大盛り上がり。 和やかで楽しい昼食会とな
りました。 活きふれ部

＜参考＞
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寄稿文
(番外編) 18班 高橋信行

予告！ 10月6日(日)
近隣自治会との合同防災訓練
みんなで避難！
逃げ遅れゼロ(０)を目指して！

10月6日(日)10時から 美田2号公園にて美田自
治会及び近隣自治会との合同で、避難訓練を実施し
ます。 昨今、規模の大きな地震、津波及び豪雨等
が発生し、逃げ遅れた方々が被災されるケースが多く、
今回は、逃げ遅れゼロにするためには何をなすべきかを
考えながら訓練を実施します。又後半は、救急救命医
療について実演を行います。
会員皆様の積極的な参加をお願いします。安町部

美都里会 「ふれあい給食会」に参加
美都里会では7月1日に行われた、八木北小の「ふれ
あい給食会」に12名参加し、約3時間に及ぶ小学生と
のふれあいのひと時を大いに楽しみました。
校長先生の挨拶の後、1年生から6年生まで各学年

ごとに演技が披露されました。演技については低学年生
の１年間の成長の度合いを強く感じました。又、５年
生とはフォークダンスを一緒に踊り、美都里会会員も若
返っていました。演技終了後には６年生と一緒に給食
を頂き、児童から若い力を吸収していました。

お誕生 お誕生 おめでとうございます

令和元年5月17日 13班 岩崎 洋平さん 次男
悠弦(ゆづる)さん

会員作品コーナー
「北海道想い出の風景」(油絵)

9班 尾澤 美根子さん
(夕張市 滝の上公園）

訃音 ご冥福をお祈り致します
平成31年3月14日 13班 鈴木 齋さん（享年76歳）
令和元年 7月 8日 14班 新井ふぢ子さん(享年89歳）

会員の入会
令和元年6月12日 15班 小林 智之さん
令和元年8月 1日 18班 鈴木 優介さん

予告！11月19日(火) 秋のバス旅行会
豪華な食事と五輪施設めぐり

今年は流山市の大型バス利用で、一流ホテルでの豪華
ランチ、新国立競技場を始めとして五輪施設を回った後、
幕張で買物という計画です。多くの皆様の参加をお待ちし
ています。乞う、ご期待！
【行程】：新競技場、ｸﾞﾗﾝﾄﾞプリンスH高輪、有明ﾃﾆｽの

森、選手村、三井アウトレット(幕張）等
【募集】49名(申込多数は抽選)、8/15(木)に回覧

八木北小

東海道の宿駅制度は400年以上の長い歴史を持って
おり、関宿(せきじゅく：今の三重県亀山市)で紹介した
銘菓「関の戸」以外にも現代まで続いている銘菓や名物
があります。府中(静岡)宿のはずれ安倍川畔にある石部
屋は1804年創業であり、当時多数あった餅屋の中で唯
一現在まで続いている店です。吉田(豊橋)宿にある「きく
宗」(創業約200年)は「菜めし田楽」を提供している店と
して有名です。四日市宿にある笹井屋は1550年創業で
あり、銘菓「なが餅」は戦国大名藤堂高虎も愛でたと言

われる銘菓です。 また草津宿には、徳川家康の逸話も
残る「うばがもち」もあります。長く続いている食物にはどこ
か素朴な味わいがあり、街道歩きの楽しみの一つです。

左 石部屋の「安倍川餅」、 右 きく宗の「菜めし田楽」
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