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味間地区まちづくり協議会
丹波篠山市立四季の森生涯学習センター内
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◆発行日
◆発行者
◆連絡先

人　口  9,530人(男4,588人 女4,942人)
世帯数  4,227世帯 (令和５年１月末現在)

味間のようす

ホームページ http://ajimamachikyo.com
インスタグラム https://www.instagram.com/ajima.machikyo/
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　広報部会では、広報紙「夢あじま」の編集・発行にご協力いただける方を募集しています。
また、掲載希望原稿も随時募集していますので、事務局（506-1165）または広報部会長・稲山悟
 （090-8828-5251）までお気軽にお問い合わせください。お待ちしています。

広 報 部 会
協 力 者・
原 稿 募 集

味間Ａチームが４連覇を達成！味間Ａチームが４連覇を達成！
～ 第20回丹波篠山市新春駅伝大会 ～～ 第20回丹波篠山市新春駅伝大会 ～

あじまの話題とお知らせ

アレコレ味間アレコレ味間

　東吹下の河南潔彦さんから、手
作りの灯ろう１０基をご寄贈いただ
きました。今後、味間地区を盛りあ
げる事業に活用していきます。あり
がとうございました。

　過去の「味間わいわい写真コン
クール」、「あじまフォトコンテスト」
の入賞作品をデジタルフォトフレー
ムに収納しました。ぜひ、ご覧くだ
さい。
１ 期間・時間
　令和５年３月31日（金）まで　　
　午前８時30分～午後５時１５分
　　※丹南支所開庁日のみ
２ 場所
　丹波篠山市役所丹南支所入口

　

　味間地区まちづくり協議会では
ＪＲ篠山口駅イルミネーションで
使用するイルミネーションを募集
します。
１ お譲りいただきたいイルミネー
　ション
　　長さ・球数・規格などは問いま
せんが、ＬＥＤ製の屋外用イルミ
ネーションのみとさせていただ
きます。また、お一人、何点でも構
いません。
　※その他、掲示タイプなどは個
別にお問い合わせください。

２　受付方法・場所・時間・期間
　⑴ 受付方法・場所
　　 味間地区まちづくり協議会会

議室前（市立四季の森生涯学
習センター東館１階）にイルミ
ネーション提供BOXを設置
しますので、入れてください。

　⑵ 受付時間
　　 市立四季の森生涯学習セン

ター東館の開館時間内
　⑶ 受付期間
　　 当面、令和５年5月31日(水)

までとさせていただきます。

　卒業式
　　日時　令和５年３月23日（木）
　　場所　味間小学校体育館

　⑴ 第61回卒業証書授与式
　　 日時　令和５年３月9日（木）
       場所　丹南中学校体育館
　⑵ １・２年生参観日
　　 令和５年３月15日（水）
　　※コロナ感染状況によっては 

変更があります。

　スポーツクラブ21あじまでは、現
在、令和５年度の会員を募集中で
す。会員になれば、すべての種目に
自由に参加できます。
　コロナ禍で運動不足になってい
る方もあると思います。
　春から始めてみませんか。皆さん
のご入会をお待ちしています。
１ 活動種目
　ファミリーバドミントン　ジョギ
ング　ウォーキング　グラウンド
ゴルフ　テニス（硬式・軟式）
　卓球　ハロー！スポーツ教室
２ 年会費
　大人　2,000円
　子ども　（中学生以下）800円
３ 入会案内
　入会募集案内は、市立四季の森
生涯学習センターなどに置いて
います。
４ 受付日時
　⑴ 日時
　　 第２回　令和５年２月25日（土）
　　 第３回　令和５年３月12日（日）
　　※時間は９：00～12：00
　⑵ 場所
　　 スポーツクラブ21あじまクラ

ブハウス（味間小学校敷地内）
５ その他
　入会は随時出来ますので、お気軽
にお問いあわせください。
　会　長：三島健義
　携　帯：090-9865-3146
　事務局：稲山　悟
　携　帯：090-8828-5251
　事務局：河野元秀
　携　帯：080-6122-2674

　

◆味間地区出場選手と成績◆ （敬称略）

▲味間Aチームが優勝

▲味間A、味間Bチームのみなさん ▲優勝の表彰状と優勝盾

■味間小学校からのお知らせ

■スポーツクラブ21あじま会員募集

※氏名の下は区間タイム、太字は区間賞

　 　区・km
チーム

1区
3.09km

2区
1.87km

3区
1.35km

4区
1.87km

5区
1.87km

6区
1.35km

7区
3.09km 時　間 順位

米村　昌普
9：30
雪岡　誠太
9：50

平野　義和
5：53
伏田　幸照
7：42

西口　昌宏
4：22
丸山　　響
4：51

田中　啓輔
5：48
山田　辰男
7：37

稲山　晃司
6：22
植野　重和
8：00

酒井　元氣
4：48
波多野和宏
5：49

楠田　貴幸
9：43
高仙防博之
12：43

46分 26秒

56分 32秒

１位

８位

味 間　A

味 間　B

　第20回丹波篠山市新春駅伝大会が令和５年１月15日（日）、黒豆の館周辺の周回コースで
開催され、市内から14チームが参加。味間地区からは２チームが出場し、味間Ａチームは優
勝で４連覇、味間Ｂチームは８位と健闘しました。

■灯ろうを寄贈いただきました

■あじまフォトコンテスト入賞作品を
　デジタルでご覧ください

■ご家庭や会社などでいらなくなった
　イルミネーションをお譲りください

丹波篠山まるいのＴＶで味間地区まちづくり協議会の活動が特集されました
　丹波篠山市のインターネットテレビ「丹波篠山まるいのＴＶ１月号」で
味間地区まちづくり協議会の活動が特集されました。ぜひ、ご覧ください。   丹波篠山まるいのTV

■丹南中学校からのお知らせ



2 33 密つの を避けましょう 密 換気の悪い

閉空間閉空間 密
多数が集まる

集場所集場所 密
間近で会話や
発声をする

接場面接場面新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力をお願いします

あじまフォトコンテスト2022あじまフォトコンテスト2022あじまフォトコンテスト2022あじまフォトコンテスト2022

入賞作品が決まりました！入賞作品が決まりました！
　あじまフォトコンテスト2022には、味間地区内外から57点（一般の部38点・インスタグラム
の部13点）の応募がありました。写真専門家を審査委員長に委嘱し、令和５年１月７日（土）、市
立四季の森生涯学習センターにおいて、厳正かつ公平に審査し、入賞作品が決まりました。

※優秀賞・入選は五十音順に記載※優秀賞・入選は五十音順に記載

《最優秀賞》《最優秀賞》暁の雲海　谷﨑充敏（住吉台）暁の雲海　谷﨑充敏（住吉台）

《特別賞》《特別賞》大蛇(おろち)の舞
　　　　河南佐代子（網掛）
大蛇(おろち)の舞
　　　　河南佐代子（網掛）

《入選》《入選》響　村上嘉生（東吹）響　村上嘉生（東吹）

《入選》《入選》彩の駅東口　星見敏明（丹波市）彩の駅東口　星見敏明（丹波市）

《入選》《入選》ハイポーズ　細見淳子（宮田）ハイポーズ　細見淳子（宮田）

《最優秀賞》《最優秀賞》久しぶりのお茶祭りの賑わい久しぶりのお茶祭りの賑わい

《入選》《入選》イルミネーションMagicイルミネーションMagic 《入選》《入選》桜回廊桜回廊 《優秀賞》《優秀賞》桜と洋館桜と洋館《入選》《入選》無病息災無病息災

《優秀賞》《優秀賞》夕焼け夕焼け

《入選》《入選》一番茶　安井 猛（東吹）一番茶　安井 猛（東吹）

《入選》《入選》希望の春　倉垣恵子（住吉台）希望の春　倉垣恵子（住吉台）

《優秀賞》《優秀賞》案山子さんも見物　高橋一甫（下原山）案山子さんも見物　高橋一甫（下原山） 《優秀賞》《優秀賞》深山雪中 除夜の鐘　平野雅夫（西吹）深山雪中 除夜の鐘　平野雅夫（西吹）

暁の雲海

案山子さんも見物

深山雪中　除夜の鐘

希望の春

彩の駅東口

ハイポーズ

響

一番茶

大蛇（おろち）の舞

 谷﨑　充敏

 髙橋　一甫

 平野　雅夫

 倉垣　恵子

 星見　敏明

 細見　淳子

 村上　嘉生

 安井　　猛

 河南佐代子

※入賞者の意向で作品名・アカウント名のみ公表※入賞者の意向で作品名・アカウント名のみ公表

久しぶりのお茶祭りの賑わい
桜と洋館
夕焼け
イルミネーションMagic
桜回廊
無病息災

cunshangjiazi11
asayoshi1116
amyamy.ym
mari_taro
keikoykk0327
hari_pota73

■一 般 の 部 

最優秀賞

優 秀 賞

入 　 選

特 別 賞

　丹波篠山市老人クラブ連合会丹
南支部・味間地区には10の福寿会
があり、会長・副会長・構成自治会は

右の表のとおり
です。
　今回は、味間地
区の支部理事・波
多野恭守さんに

福寿会の活動についてお聞きしま
した。
　味間地区の福寿会では、４月の総
会に始まり、味間こども園での七夕
会、味間小学校での清掃活動や三世
代交流事業、味間こども園でのもち
つき大会や昔遊びなどを開催して
きましたが、ここ３年間はコロナの

ため、ほとんどの行事の中止を余儀
なくされています。
　令和４年度は、感染状況を踏ま

丹波篠山市老人クラブ連合会
丹南支部・味間地区の活動を紹介します
丹波篠山市老人クラブ連合会
丹南支部・味間地区の活動を紹介します
丹波篠山市老人クラブ連合会
丹南支部・味間地区の活動を紹介します
丹波篠山市老人クラブ連合会
丹南支部・味間地区の活動を紹介します

え、学校園と協議しながら、味間小学校
の清掃活動など少しずつですが活動が
できており、令和５年度はさらに多く
の活動ができればと願っています。

最優秀賞
優 秀 賞

入 　 選

■インスタグラムの部 

賞 作品名 （敬称略）氏  名

賞 作品名 アカウント名
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　広報部会では、広報紙「夢あじま」の編集・発行にご協力いただける方を募集しています。
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 （090-8828-5251）までお気軽にお問い合わせください。お待ちしています。

広 報 部 会
協 力 者・
原 稿 募 集

味間Ａチームが４連覇を達成！味間Ａチームが４連覇を達成！
～ 第20回丹波篠山市新春駅伝大会 ～～ 第20回丹波篠山市新春駅伝大会 ～

あじまの話題とお知らせ

アレコレ味間アレコレ味間

　東吹下の河南潔彦さんから、手
作りの灯ろう１０基をご寄贈いただ
きました。今後、味間地区を盛りあ
げる事業に活用していきます。あり
がとうございました。

　過去の「味間わいわい写真コン
クール」、「あじまフォトコンテスト」
の入賞作品をデジタルフォトフレー
ムに収納しました。ぜひ、ご覧くだ
さい。
１ 期間・時間
　令和５年３月31日（金）まで　　
　午前８時30分～午後５時１５分
　　※丹南支所開庁日のみ
２ 場所
　丹波篠山市役所丹南支所入口

　

　味間地区まちづくり協議会では
ＪＲ篠山口駅イルミネーションで
使用するイルミネーションを募集
します。
１ お譲りいただきたいイルミネー
　ション
　　長さ・球数・規格などは問いま
せんが、ＬＥＤ製の屋外用イルミ
ネーションのみとさせていただ
きます。また、お一人、何点でも構
いません。
　※その他、掲示タイプなどは個
別にお問い合わせください。

２　受付方法・場所・時間・期間
　⑴ 受付方法・場所
　　 味間地区まちづくり協議会会

議室前（市立四季の森生涯学
習センター東館１階）にイルミ
ネーション提供BOXを設置
しますので、入れてください。

　⑵ 受付時間
　　 市立四季の森生涯学習セン

ター東館の開館時間内
　⑶ 受付期間
　　 当面、令和５年5月31日(水)

までとさせていただきます。

　卒業式
　　日時　令和５年３月23日（木）
　　場所　味間小学校体育館

　⑴ 第61回卒業証書授与式
　　 日時　令和５年３月9日（木）
       場所　丹南中学校体育館
　⑵ １・２年生参観日
　　 令和５年３月15日（水）
　　※コロナ感染状況によっては 

変更があります。

　スポーツクラブ21あじまでは、現
在、令和５年度の会員を募集中で
す。会員になれば、すべての種目に
自由に参加できます。
　コロナ禍で運動不足になってい
る方もあると思います。
　春から始めてみませんか。皆さん
のご入会をお待ちしています。
１ 活動種目
　ファミリーバドミントン　ジョギ
ング　ウォーキング　グラウンド
ゴルフ　テニス（硬式・軟式）
　卓球　ハロー！スポーツ教室
２ 年会費
　大人　2,000円
　子ども　（中学生以下）800円
３ 入会案内
　入会募集案内は、市立四季の森
生涯学習センターなどに置いて
います。
４ 受付日時
　⑴ 日時
　　 第２回　令和５年２月25日（土）
　　 第３回　令和５年３月12日（日）
　　※時間は９：00～12：00
　⑵ 場所
　　 スポーツクラブ21あじまクラ

ブハウス（味間小学校敷地内）
５ その他
　入会は随時出来ますので、お気軽
にお問いあわせください。
　会　長：三島健義
　携　帯：090-9865-3146
　事務局：稲山　悟
　携　帯：090-8828-5251
　事務局：河野元秀
　携　帯：080-6122-2674

　

◆味間地区出場選手と成績◆ （敬称略）

▲味間Aチームが優勝

▲味間A、味間Bチームのみなさん ▲優勝の表彰状と優勝盾

■味間小学校からのお知らせ

■スポーツクラブ21あじま会員募集

※氏名の下は区間タイム、太字は区間賞
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46分 26秒

56分 32秒

１位

８位

味 間　A

味 間　B

　第20回丹波篠山市新春駅伝大会が令和５年１月15日（日）、黒豆の館周辺の周回コースで
開催され、市内から14チームが参加。味間地区からは２チームが出場し、味間Ａチームは優
勝で４連覇、味間Ｂチームは８位と健闘しました。

■灯ろうを寄贈いただきました

■あじまフォトコンテスト入賞作品を
　デジタルでご覧ください

■ご家庭や会社などでいらなくなった
　イルミネーションをお譲りください

丹波篠山まるいのＴＶで味間地区まちづくり協議会の活動が特集されました
　丹波篠山市のインターネットテレビ「丹波篠山まるいのＴＶ１月号」で
味間地区まちづくり協議会の活動が特集されました。ぜひ、ご覧ください。   丹波篠山まるいのTV

■丹南中学校からのお知らせ


