
ゆづり葉茶会を開催
伊藤左千夫「春の宴」ゆづり葉茶会が、伊藤左千
夫の生家で開催され、２０２人の参加者がお茶を楽
しみました。また、茶室「唯真閣」では、左千夫の愛用
した茶道具が披露されました。（５月５日）

交通安全を願い啓発運動
交通安全指導員１８人が、山武警察前の交差点で、ド

ライバーのマナーアップ・事故防止の啓発を行いました。
山武市産の苺と啓発リーフレットをドライバーに手渡し、交
通安全を呼びかけました。（４月１５日）

大賞
決定！私のイチオシ本

市を巡って見つけたホットな話題を
カメラで追ってみました。

第２１回酒蔵コンサートが、４月２０日、２１日の２日間、守屋酒造
酒蔵（蓮沼）で、開催されました。今年は、「絆　今をつなぐ」を
テーマに行われ、１日目は城西国際大学のジャズバンド部
swingin'sounds が、ジャズの演奏を１１曲披露しました。２日目
は、山武市出身のジャズプレーヤー齋藤純一さん。ソプラノ歌手
東中千佳さんとテノール歌手の土崎譲さん、ピアノは吉田貴至さ
んが出演してのコンサートに参加者は、酔いしれていました。

酒蔵で音楽を楽しむ

第２１回酒蔵コンサート

生涯にわたり自分の歯で食べよう

よい歯のコンクール
５月８日、生涯にわたり自分の歯で食べられるよう、
歯科予防の正しい知識を普及するため、よい歯のコ
ンクールが成東保健福祉センターで行われました。
高齢者の部１位は、黒田之男さん（柴原）。親子の部は
古川直子さん・愛実ちゃん親子（津辺）が選ばれました。
高齢者の部では、１位の黒田さん含め全員８０歳
以上で２０本以上自分の歯がある方（神尾信子さん
（松尾町借毛本郷）、長島直吉さん（新泉）、今泉と
も子さん（松尾町大堤））の応募でした。

館長賞 ペンネーム はるいちさん

『野菊の墓』
伊藤左千夫／著
新学社

『完訳クラシック
　グリム童話 1』
グリム／著
池田香代子／訳
講談社
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岩崎書店
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ノベライズ著
集英社
©岸本斉史
　スコット／集英社・
　テレビ東京・ぴえろ
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『図解本当はすごい
 「ラジオ体操」健康法』
湯浅 景元／監修
中経出版

一般の部 1位 ペンネーム 百舌さん 

　妖怪伝２』
藤野 恵美／著
岩崎書店

小学生の部 1位 ペンネーム あっぴさん 

中学生の部 1位 ペンネーム 忍者さん 

特別賞　ペンネーム ロコさん

千葉県教育委員会実施の『遊・友スポーツランキングち
ば』長縄８の字連続跳び中学年の部で、昨年度山武西小学
校 4 年生（当時）が千葉県第１位となりました。
「３分間で５００回。これが昨年度立てた目標でした。記録
は４６０回で目標を達成することはできませんでしたが、苦しい
練習の日々があったからこそ、結果を残すことができたと思い
ます。子どもには無限の可能性があると教えられました」と、担
任の畑先生は話していました。

山武西小長縄８の字連続跳び千葉県第１位

遊・友スポーツランキングちば

酒蔵で演奏する城西国際大学ジャズバンド部 swingin'sounds

親子の部1位　古川直子さん　愛実ちゃん　高齢者の部 1位　黒田之男さん　

今年も1位目指し、記録に挑戦する山武西小の児童　

　図書館で、みなさんにおすすめした
い本を紹介するポップを募集したとこ
ろ、３３作品の応募がありました。
　来館者による投票と図書館員による
審査の結果、次の作品が選ばれました。
たくさんのご応募ありがとうございま
した。

 作　者 　　　
　書　名　　　　

　　　　　　　　 （ペンネーム）

館長賞 はるいち 野菊の墓

　　　　　　１位 百舌 完訳クラシック　グリム童話

一般の部　　２位 はちみつ 真夜中のパン屋さん

　　　　　　３位 ぴょん 新世界より

　　　　　　
１位 忍者

 劇場版NARUTO-ナルト-疾 
  風伝ザ・ロストタワー

　　　　　　２位 ポコ 空色勾玉

　　　　　　３位 ももちゃん ちびくろ・さんぼ

　　　　　　１位 あっぴさん ねこまた妖怪伝　２

小学生の部　２位 Ｙ・Ｓ 電池のひみつ　　　

　　　　　　２位 Ｉ・Ａ 八ッ橋のひみつ

特別賞 ロコ 図解本当はすごい  
  「ラジオ体操」健康法

中学生の部
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