2015,8,30 南山形地区「女性ソフトバレーボール大会」と 2015,11,3 山形市大会

南山形地区大会

南山形地区大会

山形市大会

山形市大会

8 月の南山形地区女性ソフトバレーボール大会において優勝チーム、準優勝チームが出場エントリー権を持っている大会
で、準優勝の片谷地チームが辞退されましたので、優勝のみはらしの丘Ａと第三位だったみはらしの丘Ｂの両チームが出場
しました。山形市内 31 地区の各地区大会で優勝して来ているチームですので、レベルの高い大会です。みはらしの丘から
の出場 2 チーム今回も上位決定戦まで勝ち進み、両チーム共ブロックで第 4 位でした。１ブロック 8 チームの中で上位決定
戦まで進むのは本当に大変なことです。堂々の第 4 位、おめでとうございます。( 体育部会）

平成 27 年 11 月 1 日 第 6 方面隊 秋季消防演習

分列行進

車両部隊分列行進

青空に向かって放水開始

山形市内のアパートから引っ越してきて 4 回目の冬を迎えます。
小さかった長女も今年の春からは小学校にお世話になります。
3 年住んでみて感じたこと。「子供がのびのびと安全に遊べる環
境がある」ということ。それが何よりも良かったことであり、感
じたことでした。子供を持つ親であれば誰でも願うことではない
でしょうか。近所にも同年代のお子さんも多く、本当に良い環境
だと感じています。周囲の人からは「みはらしの丘って雪多くな
いですか？」なんて言われることもありますが月山の麓、西川町
出身の私にとっては苦になるレベルではありません。（笑）
8 月にはコストコ、11 月には結婚式場のベル・カシェットなど
様々な施設もできてきましたし、これからのみはらしの丘にまだ
まだ目が離せませんね。
地藤 卓也

みはらしの丘小学校

すごいご来場者です

名車が続々と

往年の名車 カウンタック LP5000

出店も賑わっています

雲一つない秋晴れの元、第９回スーパーカーミーティング 2015 がみはらしの丘ミュージアムパークで開催さ
れました。今回も多くのお客様で賑わいました。主催者側の話ではご来場者数 19000 人ほど。出店の方もにぎ
やかでした。世界的にも希少価値の高い素晴らしい車を見ることが出来るこのイベント、日本でも知られるよう
になってきました。みはらしの丘を知っていただく最高のイベントだと思います。一時道路も混雑しますが、５
時間ほどのイベントですので、何とぞあたたかい目で見ていただければと思うところです。（かわら版編集委員）

平成 27 年 11 月 29 日 南山形地区総合防災訓練

南山形地区選抜小隊訓練

みはらしの丘小松原消防団も傘下に入る第 6 方面隊（蔵王地区、本沢地区、南山
形地区）の秋季消防演習が南山形松原地内防災道路及び南山形小学校グラウンドで
開催されました。南山形地区選抜メンバーにはみはらしの丘小松原消防団から 5 名
選出されていました。キビキビとした訓練に見学者もすっかり見入っていました。
有事の際は絶対頼りになる組織です。応援して行きましょう。（自主防災会）

シリーズ「みはらしの丘に住んで」

平成 27 年 10 月 18 日 スーパーカーミーティング 2015 in みはらしの丘

みはらしの丘小学校避難所開設図上訓練

南山形小学校会場で開催されました。初期消
火・消火栓・搬送・応急処置・炊き出し・南山
形地区にある４箇所の避難所毎に分かれての
「避難所開設訓練」と「避難所内避難者誘導訓
練」
、中でも、ライフラインに最悪の条件をつ
けられ、また、避難者にもそれぞれ条件をつけ
られての避難者誘導訓練は、スタッフの意見も
分かれるなど、とっても難しいものがありまし
た。正解のない訓練ではありますが、続けてい
みはらしの丘小学校避難所避難者誘導図上訓練
く必要大であるように感じてきました。（自主防災）

平成 27 年 11 月 19 日 みはらしの丘いきいきサロン 1 歳〜 90 歳まで

みはらしの丘自治会ホース格納箱設置

消火栓ホース格納箱の設置が完了しました。今年度
は古峯神社境内参道入口左側の消火栓位置へ新規設備
設置、小松原ふれあいセンター交差点東側にあるホー
ス格納箱は、みはらしの丘が小松原地区だった時の物
を使用していましたので、損傷もひどく今回格納箱を
交換いたしました。（自主防災会）

古峯神社参道入口

小松原ふれあいセンター東

月山（雲に隠れてます）

寸劇スタッフ
山形徳洲会病院地域医療チームスタッフ

壁に向かってみんなで「反省」？？違いますー。

毎年恒例の「みはらしの丘自治会いきいきサロン」、みはらしの丘福祉部会が主体となって開催をしていただいています。
今年はみはらしの丘にこにこサロンとのコラボレーションで企画され、１歳から 90 歳までスタッフ併せて 42 名の出席者で
楽しい一時を過ごしました。今回の講演前半は「悪質商法への対処心得」を題材にした寸劇を山形市消費生活センターの女
性スタッフ 4 名の方々が面白く判りやすく演じて下さいました。ところどころで大爆笑あり。後半は毎回来ていただいてい
る「山形徳洲会病院地域医療部」スタッフ２名の方々で「転ばないために」のテーマを図解付きでご指導いただきました。
お昼は未就学児のこどもさんと一緒に楽しく語り合いながらいただきました。このような企画が出来るのも今の「みはらし
の丘自治会」の特徴かも知れませんね。長続きして行きますように大事に育てていきたいものです。（福祉部会）

葉山

山形市内

平成 27 年 11 月 みはらしの丘も少しずつ大きな街並みになってきました。平成 27 年も多くのご家族が入居されています。みはらしの丘自治会キャッチコピー「活気ある街、きれいな街、そして住みやすい街」自分たち住民の手で造り上げていきましょう。

平成 27 年 12 月 13 日 みはらしの丘小学校子供育成会山形市ドッチボール大会

南山形地区育成会代表チーム「みはらしの丘 DB ファイターズ」山形市内各
地区で勝ち抜いてきた強豪チームとの対決です。選手宣誓はみはらしの選手、
昨年度は準優勝で今年こそはと望みました。しかし、相手チームもそう簡単に
は勝たせてもらえないところばかり。結果は残念ながら決勝トーナメントに進
むことができませんでした。しかし、個々の実力はスゴイものがありましたが、
試合でその力を発揮できず、残念な結果となってしまいました。でも、この経
験はこれから必ず役に立つはず。この悔しさをバネにして、また頑張ってほし
いものです。ご指導いただい監督、協力いただいた保護者の方々、ありがとう
ございました。( 選手保護者）
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スーパーカーミーティング 2015 IN みはらしの丘（H27.10.18)

選手全員かっこよかったョｰ

H28,1,17 みはらしの丘福祉部会主催 健康講座開催 テーマは「日頃の健康管理について」

みはらしの丘自治会福祉部会主催「健康講座」が
開催されました。今回は「日頃の健康管理について」
をテーマに、昨年も講師で来ていただきました横山
紘一氏をお迎えして、お話をしていただきました。
「高血圧予防」から「認知症にならないように常日
頃心がけることは？」まで幅広く、笑いありの楽し
いお話で「アッ」という間に時間が過ぎていました。

平成 28 年 1 月 24 日、31 日 南山形地区体育部会主催「室内球技大会」に出場

みはらしの丘自治会ホームページは みはらしの丘自治会 で検索

平成 28 年 2 月発行

みはらしの丘自治会

発行責任者 枝松 久

平成 27 年 9 月 6 日（日） みはらしの丘自治会地区内一斉清掃

齊藤会長あさの挨拶

小さな路地も

広い通りも

取り切れないところは管理委員会で

未明に少々強い雨だったが、6 時頃には止みました。今年最後の一斉清掃、多くの住民から参加をしていただき、今回も主要道路と公園

がすっかりきれいになりました。また、取り切れなかったところは「公園・道路管理委員会」がフォロー。住んで気持ちの良い街にして

（自治会）
行くには、続けて行かなければならない一つのボランティア活動だと思います。引き続き次年度からもよろしくお願いいたします。

平成 27 年 9 月 12 日 みはらしの丘小学校 あいさつ満開 !

バドミントン

卓球

ソフトバレーボール

グラウンドゴルフ

24 日、最初の種目はバドミントンです。みはらしからも多数参加して下さいました。31 日に開催された卓球・
ソフトバレーボール・グラウンドゴルフにおいては、卓球チームが念願の初優勝に輝きました。また、グラ
ウンドゴルフは個人戦優勝と団体戦総合優勝、ソフトバレーボールは 3 チームが出場、みはらしＣチームが
決勝戦で残念ながら片谷地チームに僅差で敗れはしましたが準優勝。みはらしＡチームが三位決定戦で勝利。
どの種目も素晴らしいチームワークで勝ち取った勝利だと思います。（体育部会）

平成２８年度 みはらしの丘自治会定例総会
日 時
場 所

平成２８年２月２１日（日）１３：３０〜
みはらしの丘小学校多目的ホール

平成 28 年１月

７１５世帯

２６５０名

編集後記

（かわら版編集委員）

今回はかわら版発行原点に少しばかり振り返ってみます。かわら版の第１号発行は入居者の声か
ら始まりました。みはらしの丘に暮らし始めて、「以前この地はどんな所だったんだろう」と言う声
が多く寄せられ、この地を紹介する機関紙として発行されております。現在は自治会ホームページ
を主に、いろいろな事業・出来事・街の様子等を紹介しています。かわら版にはその中の投稿記事
を抜粋し、年２回前半、後半に分けて発行するようにしています。第１号から第 25 号までを自治会ホー
ムページで閲覧出来ますので、ぜひ一度ＨＰにヒットしてみて下さい。みはらしの歴史が判るかも。

自治会役員さんも

子どもたちも元気に

「おはようございます」

9/12 日、みはらしの丘小学校運動会当日に登校時刻に合わせ、地区民あげて地区内一斉に生徒達との挨拶運動をしました。
街角に立って子どもたちに笑顔で挨拶をしてくれた地区住民の皆様、ほんとうにありがとうございました。子どもたちも元
気な笑顔でこたえてくれたことと思います。この挨拶運動、これから先もず−っと続いて行ってほしいですね。（自治会）

平成 27 年 9 月 21 日 南山形地区「長寿を祝いみんなで楽しむ集い」

みはらしの丘自治会テーブル

※ 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
会四役員まで必ず提出して下さいますようお願いいたします。
「みはらしの丘」自治会会員世帯数・人口

ＰＴＡ役員さんも

南山形地区の「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、米寿三名、金婚を迎えられたご夫妻二組、出席して
くださった方々と一緒に末永い長寿を願い、お祝いをしました。米寿を迎
えられた方・金婚を迎えられた夫妻を含め 180 名以上出席、多くの来賓に
よる祝辞、
金管バンド、
舞踏、
和太鼓演奏等。みはらしの丘小の生徒からの
「お
祝いと励ましのお手紙」を参加者全員にプレゼントしました。（福祉部会）

平成 27 年 11 月 6 日 第 65 回山形市植樹祭 みはらしの丘

第 65 回山形市植樹祭がみはらしの丘
丘陵地で行われました。天気にも恵まれ、
緑の少年団 ( みはらしの丘小学校・西山
形小学校）
、
緑の幼年団（山形市内保育園）
のオープニングアトラクション後、佐藤
山形市長の挨拶で始まり、市長もスコッ
プを手に子どもたちと一緒になって植樹
をしました。
終了後はみんなできのこ汁をいただ
き、市長を囲んで記念撮影。（自治会）

佐藤市長もスコップを手に（子どもたちから使われてるのかな？）

緑の少年団の大合唱から

市長とベニちゃんを囲んで

