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「第２０回 釜戸町夏まつり」

釜戸の和で盛り上げた夏祭り、ありがとうございました
釜戸町夏まつり実行委員会委員長

（釜戸町まちづくり推進協議会会長） 渡辺 敏博

さあ、梅雨明けだ、好天の夏祭りだと思ったところへ、台風到来。昨年度と同じく延期になりましたが、翌日は快
い風が吹き、絶好の夏祭り日和となりました。
水野市長、小川県議、山下市議、三方の短くもピリッとした挨拶に始まり、大
花火で締めくくった夏祭りでした。中高校生、今年から小学生のボランティアも、
裏方の仕事に務めてくれました。市役所のまちづくり担当の方も来て下さいまし
た。たくさんの期待が夏祭りに集まっていると思いました。周辺の草刈りや会場
準備、駐車場の提供、幼児園や釜子連の出演、各出店、「迷路」の取組、賄いの
仕事、交通安全、バス運行、花火への協力、火気への配慮など釜戸町民あげての
催しだということを実感しました。
毎年、公民館職員や講師の先生により踊り練習が行われます。今年は、なでし
こ釜戸の皆さんの協力でフォークダンスも踊れました。踊りをとっても陰の働き
があります。踊る人、夕涼みの人、会話に興じる人、売る人買う人と、様々な楽
しみ方がありました。仮装の呼びかけに応えてくださった方々には感謝です。
祝令和！祭りでつなげ 釜戸の和！ 大輪の花火が天をおおうフィナーレ。会
場のすべての視線が天に集まります。参加者全員が同じ方向を見るという「釜戸
の和」を花火の音と光の中で感じました。

水野市長

小川県議

山下市議

棚橋釜子連会長

釜子連バサラ
踊り

釜子連バサラ
元気いっぱい、釜子連バサラ
お揃いのユニフォームで
バッチリＯＫ！

夏まつりの風物
詩、釜子連バサ
ラ

幼児園踊り

見て！見て！私の踊り♡
お父さんも、お母さんも
浴衣姿にニコニコ ♡

今年も力作揃
い！伝統のお面
踊り

第 47 回釜子連お面踊り

伝統のお面踊り今年のテーマ
は「ヒーロー」です。
かっこいいヒーローが登場！
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入賞の皆さん、おめでとうございます！
第 47 回釜子連お面大会結果
学年

学年賞

ｱｲﾃﾞｨｱ賞

１年

小栗 歌乃

有我 憲剛

２年

三宅 乃愛

若松 穂陽

３年

保母 唯羽

小栗 結乃

４年

小栗 緋莉

宮地 輝來

５年

迫

奏音

佐藤 遥人

６年

迫

駆音

小池 一真

お面踊り風景

お母さんたちも大喜び！

表彰風景

今年も小・中・高ボランティアが大活躍！
六角 段 ボ ー ル 迷 路 担 当
瑞浪北中ボランティア代表

長江

汰輝

僕は、今年ダンボール迷路のボランティア
をしました。ボランティアに参加して、良
かったと思いました。当日は、延期になっ
てしまいボランティアの人は少なかったけ
れど、その分みんなのやる気が伝わってい
たからです。
す。

「お面買ってネー」

「ジャンケンポン 僕の負け」

「このアナウンスをお願い」

「エプロン姿がよく似合います」

「くじ引いて！当たりー！」

「かき氷おいしいよ」

小学生ボランティア 魚釣りゲーム

ボランティア活動に参加して
小学生ボランティア
釜小６年 伊藤 大貴
ぼくは、はじめて夏祭りのボランティアをしました。
はじめは、とても大変な仕事かと思ったけれど、予想よ
り簡単で楽しかったです。苦労したことは、おつりをは
らうときです。百円や五百円でもらうとおつりを出さな
いといけません。いくらかはすぐわかるけれど、それだ
けのお金を出すことに苦労しました。今年の夏祭りが、
楽しいよいものになったのでよかったです。
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新元号、「令和」となって初の夏祭り。昨年に続き、台風の影響により、やむなく開催が翌日
となりました。当日は前日とうって変わって、晴天の下、盛大に夏祭りが開催されました。釜戸
町のキャラクター「白狐と河童と竜」のコスプレ。フォークダンス、バサラ、太鼓演奏、そして、
夜空に輝く釜戸町伝統の花火。今年の夏祭りも熱く盛り上がりました。

【フォークダンス】

【青龍と小３の太鼓発表】

【MAIYA バサラ】

【釜子連バサラ】

【コスプレ】

暑い中どのブースも盛り上がっていました。大人も子供も楽しめました。

夏祭りは浴衣だねー

どれにしようかな～

しかっりねらうんじゃー！

うまく釣ってネ

あっという間に売り切れだー
人気ナンバー１かな？

１億円も売ってます。

暑い日にはかき氷が一番！
暑い日はかき氷が１番

どのお面がいいかなー

ビールは２番？

忙しい！忙しい！忙しい！

六角迷路

無事出られました
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第１分団 スーパービンゴ

まち協推進委員の皆さん、ありがとうございました。

第１分団代表 湯原 大輔（中切）

今年も僕たちは、人気のキャラクター物を中心に景品を揃えました。
イメージは、街の夜店の的屋です。狐のお面を被ったり、自分たちも楽
しむことをモットーに取り組みました。結果、時間内にほぼ完売してし
まいました。子供たちも大変喜んでくれました。いつか、彼らが大人に
なった時、主役としてこの祭りを盛り上げてほしいと思いました。その
ための土壌づくりは、僕たち現役の委員の役目だと思います。最後に、
協力してくださった皆様ありがとうございました。

第２分団

射

的

第２分団代表 水野 守（中大島）

準備の草刈りは初めて参加しましたが、回収作業にもう少し人員をま
わしていただくとありがたいと感じました。
まつり開催中は子供達が楽しむ姿が見られ、今後も継続していける
といいと思います。
各分団のブース付近は風が通らない為、皆さん汗だくでした。何ら
かの対策をお願いしたいです。喫煙所が近かったため、吸わない人に
は少し厳しい環境でした。

第３分団

千本引き

第３分団代表 土本 恵美（川戸）

３分団は今年も「千本引き」を出店しました。今年も暑い日で
した。雨天のため、１日延期という事で、ボランティアの人数も
少なかったので、準備などバタバタとしましたが、何とか 16 時に
開店することができました。祭りが始まるとブースやバサラなど
とても盛り上がり楽しい祭りになりました。来年も今年のように
楽しい祭りになることを願っています。

第４分団

焼きとうもろこし

第４分団代表 三宅 和夫（大細）

猛暑の中、皆様ご苦労様でした。さすがに猛暑の中での「焼きトウモロコシ」
は身体にこたえました。トウモロコシの売れ行きは、まとめ買いの方が多く、
５時頃には完売となりました。（ちょっとはやすぎたかも。）お買い上げくだ
さった皆さんありがとうございました。推進委員の方々ご苦労様でした。JA
足立様ご協力ありがとうございました。２年続けての順延となり、ボランテ
ィアの方、仕事の方で、去年より３人ばかり少なく忙しかったです。

感謝

ふるさとの

野山に響け

大花火

区長会、財産区議会、草刈ボランティアの皆様、夏祭りの準備あり
がとうございました。また、交通安全協会、公民館運営委員会、消
防団の皆様、夏祭りを支えていただきありがとうございました。
花火協賛金にご協力をいただ
き、ありがとうございました。

(２９３件 総計 9７１,９１４円)

【チラシ未掲載分 敬称略 】
藤井 眞理
大山 団平
竜吟幼児園保護者会

【あとがき】
釜戸町の方々に支えられて開催できた夏まつりです。夏まつりがあるというこ
とは、そこに故郷があるということです。この伝統を大切にしたいです。(ＴＡ)
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