
長寿のお祝い「敬老会・敬老のつどい」 
　9月5日に88歳の方22人を笠松中央公民館に招待し、敬老

会を開催しました。古田町長や来賓の方が「いつまでもお元

気で長生きしてください」とお祝いの言葉をかけられました。

出席された皆さんは、懐石料理に舌鼓を打ちながら終始和や

かに歓談され、楽しいひとときを過ごされました。 

　また、9月16日には笠松中学校屋内運動場で、75歳以上の

方を対象に敬老のつどいを開催しました。岐阜羽島警察署に

よる交通安全講話では、交通安全・事故防止に対する理解を

深めることができました。また、介護予防事業では「中学校の

思い出とともに大合唱」をテーマに、来場された皆さんで羽栗

中学校や笠松中学校の校歌を歌い、会場中が笑顔にあふれ

ました。引き続き行われたフルートの生演奏やピアノの弾き語り

では、シンガーソングライターのこころさんが笠松町をテーマに

作詞作曲した「湊町」などを披露され、会場は大いに盛り上が

りました。 
こころさん（上）の演奏や歌に 
聞き入る会場の皆さん（下） 

これからも元気に長生きを これからも元気に長生きを これからも元気に長生きを 

第25回笠松町消防操法大会 
　第25回笠松町消防操法大会が、9月22日に北及の運動公

園で開催され、消防団員の皆さんは、日ごろの厳しい訓練の

成果を発揮し、質の高い操法を披露しました。 

（敬称略） 【小型ポンプの部】 
優　勝　第2分団第4班 
指揮者　野村 鉄平 １番員　後藤 孝心 

２番員　金森 正和 ３番員　安田 達也 

吸管補助員　下鍛治 学 

準優勝　第3分団第2班 
指揮者　田島 一樹 １番員　廣瀬 公紀 

２番員　今尾 公則 ３番員　加藤 寿久 

吸管補助員　松原 孝 

【自動車ポンプの部】 
優　勝　第1分団第1班 
指揮者　岩瀬 可尚 １番員　木股 正史 

２番員　仙石 直城 ３番員　名和 佑樹 

４番員　山田 武史 吸管補助員　迫田 浩之 

準優勝　第2分団第2班 
指揮者　今村 大介 １番員　山下 孝之 

２番員　廣瀬 正道 ３番員　坂井 賢司 

４番員　岡田 博 吸管補助員　荒深 健吾 

【優秀番員賞】 
（小型ポンプの部） 

指揮者　第2分団第3班　南谷 好宏 

１番員　第1分団第3班　淺野 陽平 

２番員　第3分団第2班　今尾 公則 

３番員　第1分団第2班　今村 亮 

（自動車ポンプの部） 

指揮者　第2分団第1班　松原 幸義 

１番員　第3分団第1班　長谷部 佳哲 

２番員　第2分団第2班　廣瀬 正道 

３番員　第1分団第1班　名和 佑樹 

４番員　第1分団第1班　山田 武史 

訓練の成果を披露する団員の皆さん 

地域の防災力を高める！ 地域の防災力を高める！ 地域の防災力を高める！ 

内閣総理大臣から長寿の祝状と銀杯 
　今年度、満100歳を迎えられる橋本なつ子さん、坂田治子さん、大野 霪子さん、奥村 小浪さん

を古田町長が訪ね、内閣総理大臣からの祝状と銀杯を伝達し、長寿をお祝いしました。 

政策アドバイザー委嘱状交付式 
　9月18日、笠松町政策アドバイザー委嘱状交付式が行われ、

第1号アドバイザーに松波総合病院理事長の松波 英寿さん

が就任されました。松波さんは、「元気で幸せに長生きできる

社会基盤を整備するため、自身の知識や経験を活かしていき

たい」と、アドバイザーとしての抱負を語られました。 

　このアドバイザーは、町政における重要課題について、多角

的・専門的に検討を進め、より良い政策を打ち出すために設

置するもので、今後、松波さんには、医療や介護、福祉などの

分野において助言や指導をいただきます。 松波 英寿さんと古田町長 

専門分野のノウハウを政策に 専門分野のノウハウを政策に 専門分野のノウハウを政策に 

スポーツ ＆  レクリエーション 

10月13日（日）　町民体育館　参加人数　128人（敬称略） 第51回町民バドミントン大会 
▼小学生の部 
優　勝 
準優勝 
 3 　位 

▼ミックスの部 
優　勝 
準優勝 
 3 　位 

▼高校生男子の部 
優　勝 
準優勝 
 3 　位 

▼中学生男子の部 
優　勝 
準優勝 
 3 　位 

▼中学生女子の部 
優　勝 
準優勝 
 3 　位 
▼親子（父）の部 
優　勝 
準優勝 
 3 　位 

▼親子（母）の部 
優　勝 
準優勝 
 3 　位 

▼高校生女子の部 
優　勝 
準優勝 
 3 　位 

▼一般女子の部 
優　勝 
準優勝 
 3 　位 

後藤 悠真・淺野 璃瑠 
小山 華凛・野田 明日香 
野口 智暉・片桐 悠斗 

松原 諒・吹原 一臣 
松原 秀昭・宮川 洋子 
森 俊夫・森 将太 

三浦 健大・清水 舜介 
森田 陽介・恩田 響 
清水 太陽・黒木 皐汰 

深田 空良・野田 祐輝 
平岩 朋紀・松原 一平 
青木 新太・中村 望空 

三浦 和紗・三浦 眞優 
松原 きらり・古田 桃香 
松原 ひなた・奥村 瑚音里 

三浦 公雄・眞優 
片桐 寿治・悠斗 
木村 好彦・心優 

深田 久美子・奈南 
淺野 ちほ・璃瑠 
野崎 純子・柚衣 

平野 佳菜・奥村 巴葉 
大野 未結・小木曽 しおり 
長屋 百華・加藤 光 

深田 久美子・淺野 ちほ 
森 智美・平下 優子 
川島 ひろえ・松原 捺華 

10月13日（日） 
緑地公園内テニスコート・笠松中学校テニスコート 
参加人数　112人（敬称略） 

第68回町民ソフトテニス大会 ▼中学生以下男子の部 
優　勝 
準優勝 
 3 　位 
 3 　位 
▼一般男子の部 
優　勝 
準優勝 
 3 　位 
 3 　位 

▼中学生以下女子の部 
優　勝 
準優勝 
 3 　位 

▼一般女子の部 
優　勝 
準優勝 
 3 　位 

國井 恵佑・三宅 諒 
服部 羽琉・青木 竣彌 
桑原 施・長谷川 翔真 
葛谷 和司・篠田 和幸 

山科 真那人・森 雅博 
古田 叡識・伊藤 優 
近藤 修也・林 直生 
古川 綜一郎・常見 亮太 

林 和香那・苅谷 葉那 
尾関 由凪・清水 心暖 
横山 凛帆・岡崎 葵 

中村 知子・増田 晶子 
永田 巴代子・原田 美代子 
佐溝 望美・市川 徳子 
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