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第 10 回 みはらしの丘自治会夏祭り ̲2013
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みはらしの丘自治会

発行責任者 粟野 満義

みはらしの丘自治会ホームページを平成 26 年 2 月末までの期間限定でウエブサイトに公開をしています。これまでかわら
版みはらしとして第 20 号まで発行してきた紙面ベースに変わるものとして、地域の様々な行事等について出来るだけ多くの
情報を配信し、楽しく関心の持てるページにして地域の活性化に貢献したいと考えております。今回、ホームページに投稿
した内容をかわら版 mini としてまとめてみました。

みはらしの丘地域づくり部会

長野県小布施町オープンガーデン視察

平成 25 年 6 月 16 日（日）、みはらしの丘地域づくり部会「花友の会」主催による長野県小布施町オープンガーデン視察に
15 名プラス現地合流 1 名で庭巡りをしてきました。この町は葛飾北斎館とオープンガーデンで街興しをし、一躍日本中から
脚光を浴びたところです。町中どこを歩いても本当にきれいな街でした。同町 関 町会議員より説明案内をしていただきまし
た。関さんは 10 年ほど前、みはらしの丘がまだできたての頃、街づくりについてみはらしの丘で講演をしていただいた方です。
みはらしの丘も負けずに美しい街にしていきましょう。（花友の会）

7 月 7 日（日）地区内一斉清掃と花植えにご協力ありがとうございました。「自分達の街は自分達で」を合い言葉に。
みはらしの丘地区内主要道路と公園の一斉清掃を大
勢の地区内の方々からご協力をいただき、朝 6 時から
7 時まで一時間の作業を行うことができました。
今回予定されていた「山形県みどり推進機構」から
の助成金制度を利用しての「花植え」も一緒に無事終
了しました。かさねてお礼を申し上げます。数年後に
は美しいフラワーロードになることでしょう。
（自治会）

7 月 7 日（日）南山形地区ソフトボール大会
昨年は雨で中止になった大会でしたが、今年は天候にも恵まれ、
熱戦が繰り広げられました。みはらしの丘チーム、今年は残念なが
ら決勝戦に勝ち進むことはできませんでした。今後のご健闘に大き
く期待いたします。

記念すべき第 10 回みはらしの丘夏祭り、8 月 3 日、ようやく梅雨明けしたもよう。
大勢のみはらしの丘のみなさんから祭りを盛り上げていただき、これまでになく大盛
況で終わることができました。推定 1300 名？。
また、祭りスタッフのみなさん、中学生のボランティアのみなさん、チケット製作
から準備、後片付けまで裏方作業本当にありがとうございました。これを機に次年度
に向けてスタートを切りたいと思いますので、祭りスタッフとして協力してもいいな
と思われる方は是非声がけして下さい。（みはらしの丘夏祭り実行委員会）

南山形地区子供育成会連合会主催の球技大会から

7 月 21 日（日）子供育成会連合会主催の球技大会がありました。みはらしの丘子供育成会からは、ポートボール、小学
校バスケ、中学校バスケの 3 部門にエントリーし、全部門で優勝いたしました。子供たちの素晴らしい活躍により、他の
育成会に圧倒的大差で勝利を収めることができました。（ みはらしの丘子供育成会会長 荒木）
育成会スタッフ、選手のみなさん、ほんとうにご苦労様です。全種目優勝おめでとうございます。みはらしの丘の宣伝
効果も抜群です。ありがとうございます。

みはらしの丘スポ少 女子バレーボールクラブ Miharashi Ⅴ star
みはらしの丘唯一のスポ少、女子バレー
ボールクラブ「Miharashi Ⅴ star」からの
お便り。8 月の公式大会で県大会出場が決
まりましたとのことです。おめでとうご
ざいます。いま、城戸口監督を中心にノ
リにノッて勝ちまくってるクラブです。

小松原消防団 桑島班長 より「南山形地区消防団第八分団」の放水訓練 の情報が寄せられたので西部工業団地内の訓練会場
まで行ってみました。今回の訓練は複数台のポンプを中継しての放水訓練でした。小松原消防団とのコンビネーショングルー
プは津金沢さんと片谷地さん。津金沢消防団のポンプで消火栓から取水、小松原消防団ポンプへ送水、更に小松原消防団か
ら片谷地消防団へ中継、片谷地消防団ポンプから放水するもので、微妙な水圧を調整し続けなければならない高度な技術を
要する消火活動になります。まさに各消防団とのコンビネーションプレーです。間近で見学してきましたが、団員皆真剣に
取り組み、迫力のある訓練でした。地区の安全、安心のために、さらなる今後のご活躍にご期待申し上げます。

「みはらしの丘」人口 平成 25 年８月

５４０世帯 ２１６０名

編集後記
今回ホームページ内に投稿されているものの中から活動状況を抜粋し、紙面上に展開する初め
ての試みです。紙面も隅々まで使用しているために、飾り気もなくレイアウトも少々窮屈になっ
ています。今後も予算の範囲内で発行出来ればと思っています。また、ホームページ上において
もより多くの情報を提供して行きたいと考えています。（かわら版スタッフ）

2013.11.21 みはらしの丘自治会 いきいきサロン
今日は初めて『いきいきサロン』と『子育てサロン』合同のイベントがありました。黒沢温泉喜三郎での楽しい体操とお食事です。お子さん八名お母さん七名の参加でした。
初めはおじいさんおばあさん達と一緒に体操を楽しみました。昼食後は、おままごとや風船を使い、子どもたちから進んでおじいさんおばあさんと遊ぶ姿が見られました。お
じいさんおばあさんのお友だちが出来たと喜んでいるお母さんもいました。初めての企画でしたが、0 歳から 88 歳まで一緒に過ごせるという素晴らしい機会を、継続していき
たいと思います。（子育てサロンスタッフ）
みはらしの丘自治会いきいきサロン、今年度は子育てサロンさんの企画で開催しました。０−８８、今日の出席者は 0 歳から８８歳までということで、どうなるんだろうか
見当もつかず、開催あるのみと本番。蓋をあけてみると、これが思ったよりもコミュニケーションがとれていました。子どもたちもですが、孫の年代のお母さん達と知り合い
になれたことは本当に良かったと感じています。今回も山形徳洲会病院地域医療部、尾形様、木川インストラクター様にはいろいろな軽運動のご指導をいただき、本当にあり
がとうございました。今後もこの企画を続けて行きたいものだと考えています。（自治会会長）
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（2013/10/13（日）スーパーカーミーティング IN 山形・みはらし会場）

みはらしの丘自治会ホームページは miharashi.org で検索

平成 26 年 2 月発行

みはらしの丘自治会

発行責任者 粟野 満義

みはらしの丘自治会ホームページを平成 26 年 2 月末までの期間限定でウエブサイトに公開をしています。これまでかわら
版みはらしとして第 20 号まで発行してきた紙面ベースに変わるものとして、地域の様々な行事等について出来るだけ多くの
情報を配信し、楽しく関心の持てるページにして地域の活性化に貢献したいと考えております。前回に引き続き、ホームペー
ジに投稿した内容を「かわら版 mini」Vol.22 としてまとめてみました。ホームページ上ではカラーで見ることが出来ます。

2013.8.25( 日 ) 南山形地区社会人女子ソフトバレーボール大会

2014.1.25 みはらしの丘ふれあいセンター冬祭り

ゆきナメコ？

餅じゃないヨ

今年の冬のふれあ
いセンター祭りは雪
不足で雪灯籠作れま
せ ん で し た。そ れ で
も子どもたちが雪を
集めて小さな作品
作 っ て く れ ま し た。
餅つきは自分の年
の数だけついたョ。

2014.1.26（日） 南山形地区室内球技大会
南山形地区室内球技大会が南山形小学校、第九中学校、みはらしの丘小学校を会場に開催されました。みはらしの丘からは各種目に参加し、
ソフトバレーでは準優勝と第三位、卓球は団体戦第三位とすばらしい成績でした。グラウンドゴルフは残念ながら今回は入賞出来ませんで
した。反省会では各種目代表から楽しい内容の結果報告をしていただき、初対面の方々も多くいる中、終始和やかな雰囲気で終了すること
ができました。これを機に、今回も何人か顔見知りになっていただけたようです。街づくりにとって、とっても良いことだと思います。

南山形地区振興協議会体育部会主催による、第 47 回南山形地区社会人女子ソフトバレーボール大会がみはらしの丘小学校
を会場に開催されました。みはらしの丘からは 2 チーム出場、両チームとも決勝トーナメントまで進み、みはらしＡチーム
が決勝戦で片谷地チームと対戦。ジュースまでもつれ込みながらも惜しくも敗れ準優勝、片谷地チームの８連覇を阻止出来
ませんでした。みはらしＢチームも堂々の三位でした。選手、スタッフの皆様、大変お疲れ様でした。1 月の男女混合ソフト
バレーボール大会も是非頑張って下さい。

2013.9.16 南山形地区「長寿を祝い みんなで楽しむ集い」

グラウンドゴルフ
ソフトバレーボール

福祉協力員スタッフの方々

米寿の三人、いい表情です

卓球
バドミントン

平成２６年度 みはらしの丘自治会定例総会
日 時
場 所

敬老の日、南山形地区「長寿を祝いみんなで楽しむ集い」が開催されました。みはらしの丘からは 10 名の参加。みはらし
の丘福祉協力員と女性部の方々からお手伝いをいただいて、無事楽しく数時間をすごしました。アトラクションも南山形小
学校、第九中学校のブラスバンド演奏、他。演奏終了後は子供さんからもテーブルについていただいて、一緒になって楽し
く話をされていました。（みはらしの丘地域づくり部会 かわら版編集委員）

2013.9.29 みはらしの丘自主防災会 消火訓練

お母さんも頑張ってます

小松原消防団お手本の放水

チームが一体となれるバケツリレー

平成２６年２月２３日（日）１３：３０〜
みはらしの丘小学校多目的ホール

※ 都合上出席できない場合は、委任状を担当隣組長もしくは自
治会三役員まで必ず提出下さいますようお願いいたします。
「みはらしの丘」人口 平成 26 年 1 月

５５０世帯 ２２００名

編集後記

（ホームページ ＝ HP）

今回も HP 内に投稿されているものの中から活動状況を抜粋し、紙面上に展開してみました。
紙面も隅々まで使用しているために、飾り気もなくレイアウトも少々窮屈になっています。今回
は予算の関係上モノクロになりましたが、今後は HP との関係上、平成 26 年度総会の HP 関連結
果により、決定したいと考えています。これからもみはらしの丘自治会の HP が地域の「かわら版」
として、より多くの情報の発信元となれるように HP にご理解をお願いします。
（かわら版編集員）

秋晴れの元、みはらしの丘自主防災会消火訓練がみはらしの丘住宅地内商店予定地街区で行われました。今回は消火訓練で、
「消火栓にホースを接続し放水する」より実戦に近い訓練を山形市消防署南出張所職員の方々からのご指導のもとに体験をし
てみました。消火栓への接続、二重巻きホースの延長、ホース先端金具に放水ノズルの装着、構え方、放水時の力の入れ方、
放水開始、停止の伝令役、みなさん初めての経験。どこの部分をとっても危険を伴う部ですので、必ず守るべき注意事項があり、
その全てがクリアーされて初めて放水できることも教わりました。放水ノズルを二人で持ち、放水開始とともに掛かる水圧
に耐えての放水体験、あまりの強さに皆驚いておられました。放水最後は小松原消防団員によるデモ放水。消火栓から動力
ポンプに接続し、さらに圧力を上げての放水でした。続いてバケツリレーによる消火訓練。リレーする人の並び方、最後に
水を掛けるときのバケツの持ち方、力の入れ具合、と簡単なように見えますが、バケツで上に水を掛けるのにはコツがいる
ようでした。山形市消防署南出張所職員様、小松原消防団の方々からは大変有意義な講習をしていただきましたことにお礼
を申し上げます。この体験をもとに、これからもみはらしの丘自主防災会では地区全体で予防活動に努めていく所存であり
ます。（みはらしの丘自主防災会）

2013.9.22 南山形ニュースポーツ交流大会

2013.11.4 みはらしの丘「花友」の会・３号公園の手入れ

年度春に向けて３号公園の草取り
をしました。花壇も雪解け後すぐ
に植え付け出来るまでに仕上げて
準備を整えました。
ついでに通学路歩道の側面から
はみ出してきた雑草の草刈もしま
した。

南山形地区ニュースポーツ交流大会がミュージアム
パークはらっぱ館を会場に開催されました。みはらし
の丘から 9 名がグラウンドゴルフにエントリーし、個
人戦優勝はみはらしの丘髙橋さん、準優勝は齊藤副会
長、ワン、ツーを取りました。さらに地区別対抗戦で
は各地区の上位 3 名の合計で競い、みはらしは髙橋さ
ん、齊藤さん、3 人目に粟野副会長も加わって、地区
対抗戦でもトップを取りました。みはらしパワーです。

スーパーカーミーティング 2013 IN 山形（みはらしの丘）

南山形地区総合防災訓練 2013 みはらしの丘小学校会場
消化器による初期消火訓練

世界中でたった１台、ウルフカウンタック

グルーバーズも参加してくれました

みはらしの丘「花友」の会で次

カウンタックが勢ぞろい

女性防火クラブ炊き出し訓練

女性防火クラブ炊き出しレシピ

名車「コブラ」だよ

2013/10/13（日）朝方まで小雨模様の天気だったが、8 時過ぎには晴れ上がり蔵王の山々もくっきりと見え、心地よい秋
晴れとなった。8 時半過ぎから各地より展示スーパーカーが続々とここみはらしの丘ミュージアムパーク会場へ到着。9 時
50 分開会式、10 時開場、大勢の観客で賑わいました。サプライズでは 15 名限定でチャリティ−体験試乗会、試乗車はもち
ろん赤のカウンタック。幻の名車「ウルフカウンタック」も開場を二周走ってくれました。ウルフカウンタックのオーナー
さんも子どもさんと一緒に記念撮影をしてくれる等サービス満点。今日の出来事がきっかけで、将来車好きの大人になって
是非スーパーカーのオーナーになってほしいです。みはらしの丘夏祭りにも出演してくれたチアリーディングチーム「グルー
バーズ」も出演しました。世界的に有名なカーデザイナーの奥山清行氏の大変たのしいトークショー。帰りにはオーナーさ
んも「また来年来るよ」と手を振ってこたえてくださいました。（かわら版編集委員）
推定観客数 1 万 5 千人を超す大イベント、みはらしの丘でも初めての体験でした。道路も一時的に混雑し、地区住民の方々
にご迷惑をおかけすることもあったかと思います。オーナー様及び初めてみはらしの丘に来られたご来場者から聞こえてき
た街の印象は、「すばらしい環境の街だね」と絶賛されました。街並みを見ながら駐車場までの帰り道で話されている声を駐
車場係スタッフからもお聞きしました。今回のイベントはみはらしの丘にとって、大変大きな宣伝効果をもたらしてくれた
と確信しております。主催者様に感謝申し上げます。（自治会会長 枝松）

2013.10.20( 日 ) 環境を守る南山形エコクリーンウオーク 2013

ケガに即対応出来る三角巾の講習会

今回もいっぱい拾いました。ストップ！ザ・ポイ捨て。

2013/11/10（日）南山形地区総合防災訓練がみはらしの丘小学校を会場に開催されました。あいにくの雨の中でしたが、
南山形 14 地区からと山形市役所避難所担当スタッフ、関係者、300 名ほどの参加者があり、みなさん真剣に取り組んでお
られました。今回は第九中学校生徒十数名も参加お手伝いして下さいました。みはらしの丘女性部の方々も炊き出しスタッ
フとして頑張っておられましたよ。（かわら版編集委員）

11 月 11 日はあいさつ運動の日です。
2013/11/11（月）南山形小中全学区内で一斉に
挨拶運動が行われました。みはらしの丘も朝 7 時頃
からの通学時間帯に、交差点、玄関前といろんな所
で大きな声で子どもさん達とあいさつを交わし、学
校へ見送りました。今日の朝はちょっと寒かったけ
ど気持ちのいい朝でしたね。
気
（かわら版編集委員）

子ども育成会連合会ドッジボール大会 2013 山形市大会
会

南山形地区エコクリーンウオークに、今回みはらしの丘自治会から 3
名参加してきました。南山形 14 地区から各地区数名のボランティア参加
です。みはらしの丘参加者班の担当範囲は、みはらしの丘コンビニ・セブ
ンイレブンから津金沢交差点までの通称「みはらし坂」
。今回も結構ゴミ
ありました。雨の降り続く中でのボランティア活動、大変ご苦労様でした。
2013/11/10（日）、みはらしの丘子ども育成会からのお便りです。南山形小学校会場で南山形地区子供育成会連合会ドッジボール大会が開催され、今年もみ
はらしの丘チームが優勝。12/8（日）開催された山形市大会へ南山形地区の代表として出場し、各地区から出場してきた強豪を相手に、ここでも準優勝に輝
く素晴らしい成績を残してくれました。年が明けて 2014/1/26（日）
、山形県大会に出場、さすがに県大会の壁は厚かったそうです。子どもたち、楽しみなが
らもとっても良い経験をしてきたのではないでしょうか？
らもとっても
らもと
っても良い経
良い経験をし
験をしてきた
てきたのでは
のではないで
ないでしょう
しょうか？
か？

2013.10.25 第 63 回 山形市植樹祭 みはらしの丘会場
市長も子どもたちといっしょになって植樹しました。

雨の日に植樹された苗木は根付きがいいんだそうです。

今年も山形市の植樹祭がみはらしの丘地内、小松原ふれあいセンターから見て北側の丘陵地で開催されました。雨の降る
中でしたが、市川山形市長も大勢の子どもたちと一緒になって植樹をしました。みはらしの丘小学校の 3 年生・4 年生の生徒
さんと地区住民も大勢参加して下さいました。早く大きな森になってくれるといいね。

みはらしの丘「子育てサロン」から

10 家族 21 名が遊びに来てくれました。初めての方も３家族いて、とても賑やかでした。自由遊びのあとは、楽しみにしていた『ひまわ
り幼稚園の先生による出前保育』です！三びきのこぶたのお話や、ベルでの演奏に、賑やかだった子どもちも釘付け。そして、クリスマス
ツリーを型どった画用紙に色とりどりのシールをペタペタ。一気にクリスマス気分になりました。最後はお茶とお菓子でゆっくりお喋り。

2014 「みはらし」に力をいただいて…

「みはらしの丘」とは、本当に素晴らしい名づけをしたものだと、毎日感心しています。私は、
みはらしの丘の
「春」
「夏」
、そして今「秋」を経験していますが、昼の光を受けた蔵王連邦の姿にも、山形市街を一望する夜景の煌め
きにも、まさに魅入られてしまいました。
私は、特に４月から５月にかけて、学校を見回って最後に帰ることが多かったのですが、「カチン」と伴を締め
た後、グラウンドの方に回って初めてその夜景を見た時、息を飲むほどの感動を覚えました。これが「みはらしの丘」
なんだ！と、その美しさに陶然とし、疲れも忘れてしまいました。きっと、秋の深まりとともに空気が澄み、さ
らに輝きを増した夜景が見られるのではないかと心待ちにしています。
みはらしの丘小学校に勤務し、半年が過ぎました。その中で、この景観の美しさは、ここで生活している方々
の願いと努力で創られているものでもあると感じています。自治会の方々を中心とする清掃活動、ＰＴＡの方々を
中心とするあいさつ運動、そして子どもたちの明るく溌剌としたあいさつの声と表情…。自然の景色とともに、
美しい街を創っていこうとする人の姿が、
「みはらしの丘」の景観なのですね。私もその「みはらしの丘」の一部
でありたいと願っています。

みはらしの夏 - 山形市街を一望 -

i

山形市立みはらしの丘小学校 教頭 樋口 潤一

みはらしの夏 - 畑のひまわり -

みはらしの秋 - 蔵王連峰とはらっぱ館 -

みはらしの秋 - グラウンドからの蔵王 -

版 min
かわら

みはらし
Vol̲23

蔵王山田地区展望台より

みはらしの丘自治会ホームページは miharashi.org で検索

平成 26 年 9 月発行

みはらしの丘自治会

発行責任者 枝松 久

平成 26 年度 みはらしの丘自治会 齊藤 隆志 会長のご挨拶
平成 26 年度みはらしの丘自治会会長に就任し、半年が過ぎました。当地区のかわら版
で一言ごあいさつを申し上げます。
山形市の南に位置する「みはらしの丘」は、正面に雄大な蔵王連峰が四季折々に眺め
られること、広々としたミュージアムパークや遊歩道など自然豊かな快適な環境のとこ
ろであります。また、平成 26 年 2 月 15 日より「山形市みはらしの丘一丁目から五丁目」
と正式に住所も変わり、街として大きく一歩踏み出した時でもあります。みはらしの丘
自治会も現在、会員数 610 世帯 2,400 名になろうとしており、今後とも会員数は増加傾
向を示し大きくなっていくものと確信しております。
自治会の活動や自主防災会、体育部会、地域づくり部会、福祉部会等 10 以上の団体ま
た各スポーツ愛好会、サークルなども活発な活動を展開しておりますので、相互に連携
（写真 = 9 月一斉清掃挨拶より）
を図りながら、環境を守り快適な住みよい街づくりに自治会役員一同努力してまいりた
いと考えておりますので、なお一層のご協力ご支援を賜りますようお願いを申し上げます。

2014.8.31 オキナグサ栽培講習会
南山形コミュニティセンター主催、ミュージアムパークはらっぱ館で行われた「オキナグサ栽培講習会」に参
加してきました。みはらしの丘からも多くの方々が参加されていました。斎藤茂吉の俳句でもよまれているオキ
ナグサ。じつは絶滅危惧種に指定されています。オキナグサを守りたい！と、村山産業高校の生徒さんが『おき
なの花道プロジェクト』の活動を行っています。環境問題についても取り組んでいて、環境改善を意識できるよ
うな参加型のプレゼンは楽しかったですし、PowerPoint 資料も良くできていました村山産業高校の生徒さんの素
晴らしい取り組みに触れることができ、とても有意義な時間でした。
環境問題は、誰かが何とかすると思っててはダメ！ひとりひとりが自分でやれることを今すぐ実行しましょ
う！近場であったこの講習会、私も歩いて参加してきました。二酸化炭素の排出を少しでも抑え、限られた資源
を大切に…。
サプライズで流しそうめんを行ってくれたスタッフの皆様、青空の下でみんなで笑いながら食べるそうめんは
格別に美味しかったです！ありがとうございました！村山産業高校の生徒さん、若い力に感銘を受けました！
本日頂いたオキナグサ、立派に育ててみます。( かわら版編集委員 )

生徒さん達が全て講師を務めます

割り箸の目印棒、きまった土を入れます

このように種をまきました

このように芽が出てくる予定

サプライズで流しそうめん

2014 みはらしの丘自治会かわら版編集委員会より
平成 26 年度みはらしの丘自治会総会にて、自治会ホームページの運用が正式に承認されましたので、平成 26 年 3 月から
本格的に運用をしていきます。これまで以上に地域の様々な行事等について出来るだけ多くの情報を配信し、楽しく関心の
持てるページにして地域の活性化に貢献したいと考えております。前回に引き続き、ホームページに投稿した内容を「かわ
ら版 mini」Vol.23 としてまとめてみました。ホームページ上ではカラーで鮮明に閲覧することが出来ます。一度お試しを。

「みはらしの丘」人口 平成 26 年 8 月

６１０世帯 ２４００名

編集後記

（かわら版編集委員）

今年はミュージアムパーク内にスケートパークとお子様向けフリークライミング、
ローラー滑り台等がオープンしました。それに伴い若者と小さい子供さん連れご家族
が多く訪れ、これまで以上ににぎやかさを増しています。また、グラウンドゴルフ場
も相変わらずにぎやかです。年齢に関係なく、みんなで共有できる公園がすぐ近くに
あるこの環境、とても素晴らしいことですね。ぜひ一度足を運んでみてくださいませ。

2014.5.4 みはらしの丘自治会地域づくり部会「花友の会」三号公園花植え

五月晴れの中、みはらしの丘自治会地域づくり部会 花友の会で毎年恒例公園の花植えが、今年も３号公園とコンビニ前交
差点の緑地帯で行われました。大人、子ども合わせて 40 名ほどで約１時間の植え付け作業、植え付けの講師は、いつもおな
じみのみはらしの丘地域づくり部会・山村 正作部会長さんです。講習後、みんなで楽しく植え付けをしました。( 花友の会）

2014.5.11 みはらしの丘自治会地区内一斉清掃

朝から好天に恵まれ、地区内からの参加人数も過去最高。今日は第一回目の地区一斉清掃の日。地区内主要道路と地区内
公園を各組毎に分かれて、朝 6 時から 7 時までの 1 時間ゴミ拾いと道路緑地帯の草取りをしました。また、昨年緑地帯に植
えた紫蘭の手入れも行っていただきました。作業場所は各組の番号が街路樹に取り付けてあります。普段会話をする機会も
少ない同組内の方々との交流も含め作業をやっていただきました。大変きれいになりました。（自治会）

2014.6.5 みはらしの丘子育てにこにこサロンが再スタートしました
今日は８組 16 人のお子さんとママ達が遊びに来てくれました！初めはおままごとやミ
ニカー遊びなど、それぞれ好きな遊びに没頭しているようでしたが、一人がボール遊びを
始めるとみんなヒートアップ！競争するかのように、箱の中にボールを投げ入れ、息切れ
するほど元気いっぱいでした。８組の中で３組は初めての参加でしたので、お子さんも
ちょっと緊張気味のようでした。次第に遊びの和に加わり、『ようやく笑ったね♪』と話
しながら、お子さん達の変化を感じ取れた、とっても嬉しく楽しい時間でした。おもちゃ
とお菓子を準備してお待ちしています♪ （子育てサロンスタッフ）

2014.6.29 みはらしの丘地域づくり部会 金山・角館街づくり視察

2014.7.13 南山形地区体育部会ソフトボール大会

みはらしの丘地域づくり部会が呼びかけて希望者を募り、昨年は長野県小布施町でしたが、今年の視
察地は山形県金山町と秋田県角館の街づくり視察に行きました。
金山町は金山杉で有名なところです。人口約 6,000 人の町。木造作りの街並みと街中を縦横に走る堰。
住民の街づくり意識も高いようで、とってもきれいな街でした。みはらしの丘もお手本として参考にさ
せていただき、逆に視察に来ていただけるような街にぜひなってきたいところですね。

南山形地区ソフトボール大会が小雨の中第九中学校で行われました。みはらしチーム、最近優勝から
遠ざかっていたのですが今回は見事優勝しました。別ブロックは蔵王第二さんが優勝、次は南山形地区
代表で優勝 2 チームが山形市大会予選に出場します。次も是非頑張っていただき、11 月に行われる山
形市大会の切符を勝ち取って下さい。（みはらしの丘自治会体育部会）

金山町舎職員の方から案内していただきました

金山大堰、きれいな水の流れ

杉皮で葺かれた苔むした屋根、大きな石がいっぱい

いたるところに水辺がありました

試合前のトーナメント抽選会

みはらしの丘小林審判長からの注意事項

試合前円陣組んで結束固めて、行くぞー

試合開始

2014.7.20 南山形地区子供育成会球技大会

個人に敷地内もとってもきれいにされていました

木々が道路に覆い被さっていて、とっても風情があります

羽州街道と平行して走る木造の歩道橋

街の広場にも木が埋め込まれています

一方、角館は武家屋敷と桜並木で全
国的にも有名な街ですので、言うまで
もなくきれいに整備され、素晴らしい
ところです。
あいにくの雨模様でしたが、雨の角
館、とっても絵になっていました。
（みはらしの丘地域づくり部会）

2014.8.2 みはらしの丘自治会夏祭り

町舎前、 羽州街道沿い街並み

７月２０日、南山形地区子供育成会のポートボール、バスケットボール大会があり、ポートボールは
２位、小学生バスケには２チームが出場、そのうち１チームが優勝。中学生バスケはみはらし同士の決
勝戦になりました。（みはらしの丘子供育成会スタッフ）

ちょっと失礼、車道中央から撮影してみました

選手のみなさんおめでとうございます。がんばったね−。

雨の心配もなく、準備から本番・後片付けまで組長さん・第九中学校生徒さん・出演者の皆様、大変ご苦労様でした。大盛況にて今年度も無事開催することが出来ました。
開演前から最後の抽選会終了までの間に、1,400 名ほどのお客様で賑わいました。（夏祭り実行委員長 山村 正作）

チアリーダー グルーバーズ
最初の仕事はチケット作成から

組長さん、会場準備ご苦労様です。

山村実行委員長の挨拶から

みはらしの丘児童クラブ大黒舞

みはらしの丘在住の星マジシャン

育成会の花笠踊り

ダンシングチーム

B・B・DAN
はらっぱ館コーナー

開会式直後の人出です。すご〜い。

子供さん向けグッズコーナー

