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【区長から皆さまへ】               区長  谷田 修 

３年の任期を振り返って ～思い出に残る主な事柄 
 （●行政区の課題事項 〇行政区の各行事） 

●ホール物置の拡張工事・カーペットの貼り替え・和室の床をフローリングに変更 
  ホールを広く使えるように、また、宝くじ協会から寄贈された机といすも全部を収納できるように、 

市の補助を受け物置の拡張工事を行いました。また、和室の畳をフローリングにしました。 

●宝くじ助成事業に当選！ 
  筑尾前区長から引き継いだ念願の懸案事項が実現しました。旭行政区がみよし市では最初に当選し、 

ホールの机といすのほか、イベント用品など 250 万円相当の備品を宝くじ協会からいただきました♪ 

●2－3 組に下り松班を新設 
  今後、居住者が増えていく下り松地域で班を新設し、「朝日ヶ丘線」の側溝改良など地域課題について取り組

んでいきます。 

●「ツヤハダゴマダラカミキリ」のまん延防止のための街路樹伐採 
  遊歩道と下り松公園のカミキリに浸食された樹を伐採しました。５年度も引き続き警戒します。 

●「旭行政区サポーター」の募集 
  個人サポーターとして、行政区の行事などの運営に皆さんの力をお貸しください！ 
〇「市地域対抗ソフトボール大会」で８年ぶりの優勝！ 
  いずれの試合も接戦を勝ち抜き、見事優勝しました。 

旭の代表として同好会が主体のチームですので、入部されるなら大歓迎です。 

〇敬老祝賀行事を記念品の贈答形式に変更して実施 
  宴会方式では来られない方が大多数なので、対象者全員にお好きな贈答品を選んで 

いただくように改め、好評を得ています。 

〇「三好ヶ丘駅前活性化事業」の実施 
  三好丘とのコミュニティ事業として、クリスマスの駅前をペットボトルツリーなどで 

明るく演出しました。 
〇夏祭りの代わりの「新春お年玉抽選会」の実施 
  コロナで夏祭り中止の代替行事として、お正月明けの抽選会で初夢を見ていただきました。 

〇「親善ボッチャ大会」の実施 
  ボッチャは子どもから高齢者や障がい者まで、誰でも広く親しめるスポーツです。 

    ◎以上、いろいろなことを実施してきましたが、5 年度以降もこれをベースに 

新たなスタッフで、旭行政区がより良くなるように取り組んでまいります。 

ますますのご支援をよろしくお願い申し上げます。3 年間どうもありがとうござい

ました。 

 そしてこれから ～「みよし市役所」に望むこと 

 市の各担当者は、担当する職務の守備範囲が広い中で、よく勉強し努力されていると思います。 

 ただし、みよし市役所全体になりますと、組織ごとの縦割りが非常に強いので、部や課をまたぐ 

全市的な課題に取り組む場面では弱い部分があるように見受けられます。 

これからは、住民の幅広い要望に対応する総合調整機能を持つとともに、市長のブレーンとして政策的な

取り組みができる組織が、これからの都市間競争を勝ち抜くためには必要と考えます。 

発行：三好丘旭行政区長 編集：旭行政区広報部 令和 5年 3月１日号 

MIYOSHIGAOKA ASAHI 

256 

机とイス 



- 2 - 
 

参加者 全員集合！ 

各行事の予定 (３月 1 日現在) 

☆委任状の様式は、ホームページまたは全戸配付の用紙にあります QR コードを読み取っていただきますと

ご便利です。もちろん用紙に記入していただいての提出も歓迎します。 

 

【行事報告】 
●区民親善ボッチャ大会 

２月１２日(日)おかよし交流センターにて「区民親善ボッチャ大会」を行いました。 

子どもから高齢者までの混成チームが競い合い、とても盛り上がりました。 

旭行政区は、今年度はいきいきクラブの全市の大会でも優勝しましたし、「ボッチャの旭」 

として生涯スポーツであるボッチャを行政区も積極的に支援をしてまいります。 

 5 年度も、この大会をさらに拡大して行う予定です。区民の皆様も、ご家族連れやお友達と 

ボッチャ大会に参加し、笑顔のあふれる楽しいひとときをすごしてみませんか？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 月 総  会 

26 日(日)13 時から おかよし交流センターにて 

 ご欠席の方は、総会の成立に必要ですので必ず委任状を提出

してください。（後日、総会のご案内を全戸配付します。） 

結構 作戦上、頭も使います。 

ねらいすましたこの 1球！ 

親子でご参加いただきました。 
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「アートヒル三好丘」物語 その 4（エピローグ）」 

１ 「三好ヶ丘駅」の存在価値って？ 

昨年のクリスマスの時期に、三好丘行政区と合同で駅前のイルミネーション

行事のイベントを行いました。市役所や名鉄のほか各団体と折衝や調整を 

重ねるうち、「三好ヶ丘駅」の存在価値について、いろいろなことが浮き彫り

になってきました。 

２ 「名鉄豊田線」の路線計画の変遷と「三好ヶ丘駅」の新設 

まず、市役所と打ち合わせをしましたが、「通勤で三好ヶ丘駅を利用 

する職員はないし、ほとんどが名鉄バスを使っている。」という回答でした。 

また、商工会等の団体も、「三好ヶ丘駅」は北のはずれの駅で南方面からは

誰も利用しない。本当は、南の地域を通るはずだった。」と語りました。 

この内容は、以前の旭だよりで執筆しました「アートヒル三好丘」物語 

その３で、次のように紹介しました。 

①  「名鉄豊田線」の路線計画の発表 

名鉄豊田線は昭和 30 年代に計画が持ち上がりましたが、当初は「八事」から  

一直線で豊田市の「拳母」まで行く計画でした。（「乗り物の歴史」豊田市郷土資料館編集）  

これは、具体的には今の国道 153 号線のバイパスを経由して、豊田市方面に 

抜ける案だったようです。それが、昭和 47 年に発表された豊田線の計画では、  

三好町の北部丘陵地帯を経由して豊田市に行く路線の内容に改められ、発表 

されました。 

② 「三好ヶ丘駅」の設置条件 

鉄道の駅としては「黒笹駅」と「浄水駅」は現在の位置に建設が決定していましたが、 

名鉄からは「三好ヶ丘駅」を設置するには、三好丘地域一帯の開発計画が条件とされ、 

それを受けて、現在の高架式の「三好ヶ丘駅」が建設されました。 

３ 名鉄の対応の素っ気無さ  

名鉄は、「三好ヶ丘駅」を駅員がいない無人駅にしたことからも、この駅を 

重要視していません。通勤や通学のベッドタウンの駅なので、運賃などの収益は 

これ以上上がらないという計算のようです。「駅舎をクリスマスらしく飾りた

い。」 

と行政区から要望しても、「ツリーは駅舎内に置くな。改札口のシャッターや 

窓ガラスに何か貼るのは認めない。」という回答で、唯一許可が下りたのは、 

駅舎の待合にある柱の裏側にグランパスのポスター（右に掲載のもの）を 1 枚 

だけ貼る、という寂しいものでした。 

（本来は、名鉄側で季節に応じた飾り付けをするべきなのに… が本音です。）) 

三好ヶ丘駅前イルミネーション行事 

名鉄豊田線 

豊田線開通！ 
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４ 「三好ヶ丘駅」駅前活性化事業に対するニュータウン６行政区  

の温度差 

「三好ヶ丘駅」駅前活性化についての要望書を、６行政区の 

区長の連名で令和４年１月に市に提出しましたが、各行政区の 

財政的な負担など具体的な各論の問題が進展するにつれ、６行政区 

の足並みがそろいませんでした。 

各行政区の度重なる議論の中から見えてきたのは、「三好ヶ丘駅」

は重要な駅との認識はあるものの、各行政区の位置関係から生ずる 

名鉄豊田線の各駅の利用方法に差があることもあり、予算の問題とからんで 4 年度の 

「三好ヶ丘駅前イルミ」の行事は、三好丘と三好丘旭の 2 行政区で行うこととなりました。  

【各行政区の駅の利用方法】 

行政区名 各行政区の区民が利用する駅とその利用方法 

三好丘 「三好ヶ丘駅」が管轄区域内にあり、住居を構える理由の第一は駅近であり、

区民のほとんどが「三好ヶ丘駅」を利用 

三好丘旭 「三好ヶ丘駅」は重要な駅だが、区域の東に行くほど「浄水駅」も利用 

あおば 「三好ヶ丘駅」の利用度は高いが、西に行くほど「黒笹駅」を利用    

ひばりが丘 

三好丘桜  

駅としては「三好ヶ丘駅」を利用するが、駅まで距離があるので車での  

送迎も多い。 

三好丘緑 車の利用の割合が高いが、車で駅まで送迎する場合は日中は商業施設や 

娯楽施設が多い「浄水駅」を利用する。朝晩の交通渋滞時は駐車台数に 

余裕のある「黒笹駅」を利用する場合もある。 

５ 「三好ヶ丘駅前活性化問題」のこれから 

このように、「三好ヶ丘駅前活性化」は、様々な要素が絡み合っている広域的な地域課題です。

この問題は、長期にわたる地域住民全体の課題でもありますので、区民の皆様も良い知恵と 

力をお貸しくださるよう、行政区からもお願い申し上げます！ 

【子ども会情報】 

今年度も早いもので、残り 1 か月となりました。 

３月４日に行われる『総会＆６年生を送る会』が最後の行事です。 

子ども役員も準備をがんばってくれましたよ(^^♪。 

新役員も決まり、来年度に向けて動き出しています。 

今年度から三好丘小学校に通う子どもたち全員が子ども会に加入と

なり、 

「三好丘子ども会」と「三好丘旭子ども会」が合同で行事を行うようになりました。 

初めてのことで戸惑うこともありましたが、役員みんなで協力し、楽しい時間を 

過ごすことができました。 

１年間ありがとうございました。 役員一同 

三好丘地域を空から望む 
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【児童厚生員だより】 

◇３月の工作(無料)          

・プラ板 

・ポンポン 

・アイロンビーズ 

・フェルトストラップ 

・キラキラアートなど          

 工作時間は１４時 30 分～１６時 30 分です。 

 

                                                                  

 

 

                                            

                                                       

  

             
◇春休み行事の参加申し込みのお知らせ 
「己書(おのれしょ)の体験教室」を行います。 
己書とは、はがきなどに筆ペンを使って絵を書くように 

文字を書くことです。 
 
日にち：３月２７日(月) 
時 間：１４時３０分～１６時３０分 
場 所：三好丘旭集会所 和室 

指導者 旭行政区にお住まいの黒木栄里子先生 

対 象：小学生(6 名まで) 

☆参加申し込みは、３月２０日(月)までに三好丘旭集会所へ申し込んでください。 

参加するお子さまには、検温と体調確認をさせていただき、手指のアルコール消毒と 

マスクの着用をお願いします。  

コロナの感染状況によっては行事が中止になる場合があります。ご了承ください。 

 

◇集会所利用にあたってのお願い 

◯集会所利用時は必ずマスクを着用してください。 

◯来館時、退館時、トイレ利用後は、必ず手指のアルコール消毒をしてください。 

◯検温をしてきてください。(自分や家族の体調が悪い時は集会所の利用を控えてください) 

◯混雑時は、人数制限や時間制限をする場合があります。 

◯工作は、となりの人と間隔をあけてすわり、遊びの利用の制限をする場合もあります。 

◯おてふきハンカチとお茶かお水の入った水筒を持たせてください。 

◯行事で撮影された写真が、市の広報や行政区の旭だより、みよし市児童厚生員活動報告、「きぼう」 

などに掲載されることがあります。不都合な場合は、ご連絡ください。 

◯未就学児は、保護者同伴でご利用ください、保護者の目の届く範囲でお願いします。 

月 火 水 木 金 土 日 

  １ ２ ３ ４ ５ 

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ 

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 

２７ ２８ ２９ ３０ ３１   

3 月カレンダー（×の日は休館日） 

アイロンビーズ 
フェルトストラップ 
 

プラ板 

己書の作品 
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【いきいきクラブだより】 

老いも若きもお元気で         旭いきいきクラブ会長  山ノ井 基臣 

 

皆さん、一日に一回は、足裏を撫で、足の指を一本一本、引っ張っていますか。 

私は寝る前、軽くスワイショウを１００往復、足裏のマッサージを踵から指先に向って 

１００回さすっています。こうすれば踵も柔らかくなり、足裏のツボも刺激され、血行も 

よくなり、良い眠りにつけます。 

単純なリズムで、繰り返し運動は心地いいものです。そして吸うを１，２，３、少し息を 

止めて、それから１，２，３，４，５と意識してゆっくりと息を吐きます。 

この呼吸法をしながら、足裏と足指達に感謝しながらマッサージをやっています。 

私が足に気を遣うようになったのには、苦い経験があります。まだ若い頃、足が痛くなり

歩けなくなることがたびたびありました。靴を探し回ったりして、おかげで靴の選び方、 

くつの履き方を学習しました。 

足の痛みを同僚の体育専攻の方に持ち掛けたら、さっそく施術して下さいました。 

なんと足の指の一本一本を伸ばしたのです。それまでは足の指はまとめて５本と 

いった認識だったのです。 

足裏と足指の個々に感謝しながらマッサージをする習慣は、本当に痛い目に 

あわないと身につきませんね。 

 


