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　9月１７日開催の『第2回佐賀市民交流PG大会』
は、近づく台風１６号の影響で雨を心配していたとこ
ろ、朝からの上天気で絶好のパークゴルフ日和にな
りました。
　大会には、常連の町内チームに町外市外チームが
加わり１６チームが参加。総勢６４名の参加者で接
戦がくり広げられました。

　今回は『大和パー
ク愛好会』が228点
の好成績、２位とは
１点差で優勝。２位
が、最近メキメキと
力を付けてきた町
内の『PG同好会』。
３位は『元気クラブ』

と『ジジーババー東部二』が231点で同点のところ、
選手の合計年齢で決着。５歳年齢の多かった『元気
クラブ』が入賞しました。
　順位はついたものの、１位から４位までの得点は僅
差で次回も接戦が期待されます。
　大会前日にも入賞チームの練習する姿を見かけま
したが、練習量と成績は比例しているようですね。
　個人賞は、団体優勝チーム『大和パーク愛好会』の
八木鶴松さんが４７点の成績で優勝。２位に『元気ク
ラブ』の椛島初喜さん、３位が『PG同好会』の宮地勝
磨さんと続きました。
　賞品には町内の
農家が提供する
『新鮮野菜』を進呈
していますが、参加
者の評判も良く、今
回は『早生タマネ
ギ』と『アスパラ』
が用意されて主婦
層は大喜びでした。

　全国各地で頻繁に発生する自然災害を他人事と
考えず、兵庫管内における風水害や地震、その他の
災害の発生時に、応急的に速やかな初期対応をする
ため、夢の里兵庫と、主に兵庫町内に拠点を構える
事業所や医療機関、商業施設の間で災害ボランティ
ア協定を締結しました。
　協定を締結した対象は、ゆめタウン佐賀・医療法
人春陽会・有明電設・大和建設・テクノホーム・葉隠
緑化建設・江里口造園・田中庭樹園・佐賀クリーン環
境・JA佐賀市ゆめさき支所の10社。
　この協定は、夢の里兵庫理事会を経た後、周辺4
地区の自治会代表者との協議をおこない、さまざまな
意見を集約し締結に至りました。
　今後は、さらに細かな場面を想定した協議を締結
団体と行いますが、災害は水害だけに限りませんの
で早急な対応が必要になります。

　11月1 3日
（日）晴天のもと
PTA父親応援
団企画の『兵庫
ふれあいパーク
ゴルフ大会』が
開催されまし
た。
　1年生から6年生までの兵庫小学校の児童33名が
参加。保護者にはスコア係をお願いしました。
　3人1組のチームを作り、チームと個人の順位を競
いましたが、パークゴルフは初めてという子どもも多
く、クラブの握り方を教えるところから始めました。
　慣れないうちは空振りをしたり球が飛ばずに苦戦
していましたが、子どもたちの上達は早いもので、しり

上がりにスコアが良くなり、ついにはホールインワン
を達成する子も現れ大歓声があがりました。
　表彰式ではチーム戦に１位～3位まで、個人戦は学
年別に1位～3位までを表彰し賞品を授与しました。
　その他の子どもたちも全員が参加賞を受け取り、
親子のふれあいを深める楽しいパークゴルフ大会は
幕を閉じました。

　10月26日は曇
り空のもと、兵庫
まちづくり協議会
イキイキ福祉部会
と老人クラブ長生
会の共催による
『高齢者パークゴ
ルフ大会』が開催
されました。
　参加の男性28名と女性16名、44名の仲良しの
みなさんですが、開始早々からナイスショットの
連発で白熱した展開となりました。
　優勝は古賀勝邦さんが52点の素晴らしい成績
で。女性トップの千住菊江さんは64点と、全体
の11位に食い込む好成績でした。
　参加者の平均年齢は74歳でしたが、最高齢89
歳の田中昭男さんは、なんと62点の7位と大健闘
でした。
　表彰式では豪華景品のほかに、参加者全員に参
加賞もありました。
　同伴者と楽しそうにおしゃべりをしながらも、闘志

をあらわにして
コースを回りなが
ら、日頃運動の機
会が少ない中、健
康で心豊かな半
日を過ごされたこ
とでしょう。

『大和パーク愛好会』が優勝 災害ボランティア協定を締結

兵庫小PTA父親応援団が開催

ナイスショットの連発

【優勝の大和パーク愛好会】

【市民交流PG大会の様子】

“佐賀市民交流PG大会開催” “住民の安全安心をめざして”

“兵庫ふれあいPG大会”

“高齢者ＰＧ大会が開催”

【元気にプレーをする児童】

【高齢者PG大会の様子】

【高齢者PG大会の様子】 

　開催日　　12月24日（土）
　会　場　　兵庫北ウォーキングコース
　　　　　トンボの池公園
トンボの池公園にイルミネーションが点灯! 
巨大なクリスマスツリーと〝千人千灯〟ペットボトル
ランタンのイルミネーションの中を歩こう!!
12月24日 オープニングセレモニー
　※天候により開催時間が変更になる場合があります。
開 催 時 間／午後2時～3時（1時半集合）
開催イベント／ウォーキング（完走者には記念品あり）
イベント内容／北のさんぽ道（3,400m）
　　　　　　　南のさんぽ道（3,000m）
開 催 時 間／午後3時～4時
開催イベント／サンタのプレゼント引換券配布
　　　　　　　●入口の受付で配布します（小学生以下先着300名）
開 催 時 間／午後3時30分
開催イベント／お楽しみイベント
イベント内容／●もちつき体験（参加の子どもたち）
　　　　　　　●豚汁（兵庫地区女性部）
　　　　　　　●お菓子など
　　　　　　　●飲み物
開 催 時 間／午後4時00分
開催イベント／クリスマスパーティー ※子どもは保護者同伴
イベント内容／●佐賀清和学園（吹奏楽部の演奏）
　　　　　　　●兵庫小学校（ひょうごソーラン）
　　　　　　　●ちえんかん保育園（うた）
　　　　　　　●クレール 和（ママさんコーラス）
　　　　　　　●健康ひろげ隊（カロリーソング体操）
　　　　　　　●ミキバトンチーム（バトントワリング）
　　　　　　　サンタのプレゼント事業（参加の子どもたち）
開 催 時 間／午後5時00分
開催イベント／開会式
開 催 時 間／午後5時30分
開催イベント／点灯式
イベント内容／イルミネーション点灯
　　　　　　　●アトラクション（和太鼓葉隠）
　　　　　　　●ナイアガラ花火
開 催 時 間／午後6時00分
開催イベント／閉　会
［夢フェスタひょうご開催期間］ 
平成28年12月24日（土）～平成29年2月14日（火）
点灯時間／17時30分～22時　クリスマスイブ～バレンタインデーまで

TEL0952-37-8918
兵庫まちおこし隊事業　夢フェスタひょうご2016

主催／ 特定非営利活動法人 夢の里 兵庫

お問い合せ

協力団体／兵庫町自治会、体育協会、兵庫小PTA、子ども会、青少年健全育成会、老人クラブ長生会、
　　　　　防犯協会、交通安全協会、交通指導員、少年育成委員、少年補導員、消防団兵庫分団 等

兵庫まちおこし隊事業  夢フェスタひょうご 2016
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兵庫北　医療・福祉施設等マップ 平成28年10月現在

①整体院オアシス
②ドラッグストア　メディカル・ワン　　　　　　（ゆめタウン佐賀１Ｆ）

③かもめ歯科クリニック　　　　　　　　　
④ＺＥＮ（ゼン）整体　　　　　　　　　　　
⑤ゆめ眼科医院　　　　　　　　　　　　　　　　（ゆめタウン佐賀２Ｆ）
⑥武田メガネ（近視・遠視・乱視・老視・補聴器）
⑦メガネのヨネザワ　　 （福祉機器・補聴器）
⑧ドラッグストア　モリ兵庫店　　　　　　　　　　　
⑨グループホーム夢咲
⑩ケアビレッジ夢咲（デイサービス・訪問介護ステーション）
⑪整骨院くすの木（ぽかぽか温泉内）
⑫ゆきデンタルクリニック（小児歯科・矯正歯科・歯科）
⑬夢咲サロン　（マッサージ）
⑭フィットネスクラブ　レフコ
⑮やまのうち小児科・内科
⑯溝上薬局　みず堂ゆめさき店
⑰めがねドクターアイズ（近視・遠視・乱視・老視）
⑱庄野真由美レディースクリニック
⑲ゆめ咲歯科クリニック
⑳夢咲胃腸内科〔消化器内科（内視鏡）内科〕
㉑あいけい薬局（処方せん調剤）
㉒ももた耳鼻咽喉科
㉓あすく歯科医院
㉔夢咲サロン　夢咲北店（リラクゼーション　マッサージ）
㉕眼鏡市場（コンタクト・補聴器）
㉖夢咲整骨院（はりきゅう院・スポーツ外傷・トレーナ活動）
㉗ケアパートナー佐賀（デイサービスセンター）
㉘ツクイ佐賀北デイサービスセンター
㉙佐賀市休日等急患センター（休日夜間こども診療所・休日歯科診療所）
㉚みやざき整骨院
㉛さの眼科
32ピース薬局　ドライブスルー夢咲店
33えがしら小児科医院
34こいけクリニック（外科・乳腺外科・甲状腺内科）
35スーパードラッグ　コスモス佐賀兵庫店
36夢咲クリニック〔内科・腎臓内科（人工透析）〕
37本田薬局兵庫店
38ひろ歯科クリニック
39デイサービスしあわせ工房
40古賀接骨院
41まつおか整体カイロプラクティック院
42みずた整骨院（スポーツ外傷・姿勢改善）
43長楽館（女性の為のリラックス整体・リンパケア）
44うしろがわ整体院（ヘルニア・坐骨神経痛）
45藤川歯科　　　
46のぐち動物クリニック　　　　　　　　　　　　（兵庫南二丁目）


