
長洲町合併60周年記念事業

にゃんと！！開運！！
マネ～を招～くマネキ猫  with  K
金魚と招き猫コラボレーション作品展

　金運が上がるといわれる『金魚』と金運や
商売運が上がり、幸福を招くといわれる『招
き猫』
　色彩豊かで縁起の良い作品が全国から勢揃
いします。
　金魚の館で芸術の秋をご堪能ください！

■日　時　11月3日㊎・㊗～7日㊋
午前９時～午後５時

■場　所　金魚の館

【同時開催】
金魚×猫　アート5人展
招待作家
天野千恵美　　稲田　　敦　　櫻井魔己子
有田ひろみ　　有田ちゃぼ
作家在廊によるワークショップも実施！
作家在廊時間
午前10時～午後４時
（最終日は午後３時まで）

問　まちづくり課　企画調整係　☎78-3239

　平成27年、茨城県行方市で初開催された全日本KIN１グランプリ。
昨年は金魚のまちとして知られる奈良県大和郡山市で開催されました。
長洲町合併60周年を記念して、ことしは長洲町で開催します！
　性別・年齢・国籍を問わず３分間で何匹すくえる
かを競い、真のチャンピオンを決定します。また、
団体戦はちょっと変わったポイで金魚すくいを行い
ますのでお楽しみに！

全日本KIN1グランプリ2017in長洲　出場者募集!!

　・問　まちづくり課　商工観光係　☎78-3219　FAX78-1092　　shoukou@town.nagasu.lg.jp

スケジュール
受付 午前10時～11時45分 
団体戦開始 正午～
個人戦開始 午後１時30分～
表彰式 午後３時45分～

■日　　時　11月4日㊏　
　　　　　　午前10時～午後４時
■場　　所　金魚と鯉の郷広場
■大会形式　団体戦（２人１組）、個人戦
■募集人数　団体戦60組、個人戦120人
　※団体戦・個人戦どちらかのみの参加も可
■参 加 費　500円／人
■申込方法　電話またはFAX　、メール
■申込期限　10月31日㊋ ※土日、祝日を除く
　※定員になり次第締め切ります。
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　9月5日、町中央公民館で、結婚 50周年を祝福する第 59回熊日金婚夫婦表彰式が行われました。ことしの金
婚夫婦は44組で、50年目の節目を祝いました。
　金婚夫婦を代表して今村義隆さん（下東区）は、「今日の感激を胸に、今後も一層精進を重ね、一日一日を大切
にして過ごしていきたい」と謝辞を述べました。
　金婚夫婦該当者は次のとおりです。

結婚 50 周年  心よりお祝い申し上げます

行政区 氏名（夫） 氏名（妻）

平原 中村　勝也 洋子

平原 上野　　中 美守

平原 藪内　直弘 裕子

清源寺 竹本　盛光 カツ子

清源寺 村上　　泉 トチ子

清源寺 馬場　國勝 佳代子

清源寺 前畑　　定 靖子

清源寺 村上　秀男 トヨミ

上沖洲 浜津　　毅 静代

上沖洲 宮本　勝也 定枝

上沖洲 前嶋　光政 ミツ子

腹赤 川上　　明 美智子

腹赤 西林　弘美 智佐子

腹赤 竹本　信義 征美

腹赤 平田　幸雄 照美

行政区 氏名（夫） 氏名（妻）

赤崎 池上　征紀 　代

高田 吉村　道治 盛子

鷲巣 服部　寛司 榮

鷲巣 前田　仁美 　惠

向野 森　　君昭 貴美子

宮崎 角口　逸男 眞理子

宮崎 古林　鉄也 順子

永方 船津　俊輔 比左味

塩屋 竹下　　誠 清美

塩屋 宮島　正幸 洋子

塩屋 西原　新次 イツミ

古城 山口　輝明 美紀子

駅通 德永　　詔 桂子

駅通 前田哲之助 洋子

梅田 伊豫　勝治 靖子

行政区 氏名（夫） 氏名（妻）

出町 栗原　雅毅 喜代子

出町 川島　　正 理智子

新町 堤　　達雄 美恵子

新町 宮本　　博 洋子

宮ノ町 増村　忠孝 弘子

新山 望月　　宏 登貴子

宝町 中島　　直 　子

磯町 木村　雅利 靖子

下東 今村　義隆 設美

下東 北野　英則 最冷子

下東 林田　幸雄 キミ子

下東 中逸　　博 晴美

東荒神 塩山完司郎 シノブ

大明神 清水　一昭 和代

<敬称略>

第 59回熊日金婚夫婦表彰式
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平成29年度 長洲町敬老会

いつまでも元気な笑顔で
　９月９日、ながす未来館文化ホールで長洲町敬
老会を開催しました。ことしは79歳以上の対象者
1,972人のうち約350人が出席し、表彰では、特別
長寿賞、白寿賞、米寿賞、長寿賞の代表者に中逸
町長から記念品が贈呈されました。
　ステージでは、長洲嫁入り唄保存会がお囃子に
のせた歌と踊り、町内保育園児が元気いっぱいの
遊戯、坂東三登伯会のあでやかな日本舞踊が披露
され、お祝いの席に花を添えました。

 男 女 合計

特別長寿賞
（100歳以上） 0人 12人 12人

白寿
（99歳） 1人 12人 13人

米寿
（88歳） 30人 59人 89人

長寿賞
(79歳以上)のみ 642人 1,216人 1,858人

総数 673人 1,299人 1,972人

最高齢長寿賞：藤枝奈美惠さん　(106歳・腹赤区 )
平成29年９月１日現在

祝！１００歳　おめでとうございます

　本年度中に100歳を迎える人へ、
内閣総理大臣から表彰状と記念品が
贈られました。
　９月15日、町内で受賞された10人
を中逸町長が訪問し、表彰状と記念
品を手渡しました。
　これからも元気にお過ごしください。

中田　オスエさん（新山区）　大石　春香さん　（東荒神区）
德永　イツ子さん（駅通区）　小井手　雪夫さん（赤田区）
馬場　マツヱさん（鷲巣区）　松尾　トクさん　（折地区）
陣田　房子さん　（宝町区）　村田　タツ子さん（梅田区）
前田　シモエさん（宮崎区）　今口　アヤ子さん（東荒神区）

左　　 中田　オスエさん（新山区）
中央　 大石　春香さん（東荒神区）
右　　 德永　イツ子さん（駅通区）

小井手　雪夫さん（赤田区）

馬場　マツヱさん（鷲巣区） 松尾　トクさん（折地区）

村田　タツ子さん（梅田区）

陣田　房子さん（宝町区）

前田　シモエさん（宮崎区）

100歳高齢者表彰受賞者
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