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 LOOK BACK
2009
一年の出来事

　今年も三好町では、さまざまな
イベントや行事が行われました。
2009年を写真で振り返ります。

LOOK BACK
2009
一年の出来事

三好八幡社秋の大祭

三好大提灯まつり 三好池まつり

三好池桜マラソン

三好いいじゃんまつり保
ぼ た が い け

田ケ池イルミネーション
ライティングセレモニー
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7日�　緑と花フェスタ（さんさんの郷）記念樹の�����
　配布や農産物の即売、ふれあい動物園
　などが行われ、大勢の人が来場…⑧

25日（～4月15日）三好桜まつり（三好公園、　
　�����保

ぼ た が い け

田ケ池公園）お花見の楽しめるこの
������　期間中、夕方から公園内の桜のライト��
����　��アップを実施しました…⑨
28日　士別市・三好町少年野球交流会（三好公
　　　園野球場）平成12年より友好都市として
　　　交流している北海道士

し べ つ し

別市と三好町の少
　　　年野球の交流試合が行われ、互いに交流
　　　を深めました…⑩

6日�　三好池桜マラソン（三好公園周辺）三好走�����������
�������ろう会主催。満開の桜並木の下を2,392人
　　が快走しました…⑪
15日�　シルバー直売会（生きがいセンター「太
　　　陽の家」）今年度6回開催の花きなどの直
　　　売会…⑫

②三好町成人式

③ひな人形展

④�新春三好町マラソン駅伝大会

⑤生涯学習発表会
⑫シルバー直売会

10日　消防団出初・観閲式（南部
���������小学校）消防団員が一堂に集
����　�まり、今年一年の無火災・無
�����������災害を祈願…①
11日�　三好町成人式（サンアート）
�　��617人が新成人の仲間入り。旧友や������������������������������
������恩師との再会を喜び合った…②
24日（～3月22日）��ひな人形展（歴史民俗
��������資料館）27回目の開催となる資料館の
��������恒例行事…③
��25日　新春三好町マラソン駅伝大会（三好池����������
　　�周辺および町内一般道路）2,475人が参
　　�加し、新春の三好路を駆け抜けた…④

�

14・15日　生涯学習発表会（サンアート）16　�����
��　��団体が作品402点を展示。芸能発表では、
　��19団体およそ438人が舞踊などを披露…⑤
21日�　学校対抗サッカー（U-12）大会（旭グ
　　ラウンド）町内8小学校の5年生以下の各�
��� � �チームが、優勝杯獲得を目指して熱戦を
　　繰り広げました…⑥
24日　黒笹保育園植樹式（黒笹保育園）町内
　���9つ目の保育園で、町内初の公設民営の�　
　���形態で4月に開園するのに先立ち、
　���入園予定の児とその保護者が参加
�������し植樹を行いました…⑦

1月

2月
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⑦黒笹保育園植樹式

⑥学校対抗サッカー
大会

①消防団出初・観閲式
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⑩士別市・三好町少年野球交流会

7日�　緑と花フェスタ（さんさんの郷）記念樹の�����
　配布や農産物の即売、ふれあい動物園
　などが行われ、大勢の人が来場…⑧

25日（～4月15日）三好桜まつり（三好公園、　
　�����保

ぼ た が い け

田ケ池公園）お花見の楽しめるこの
������　期間中、夕方から公園内の桜のライト��
����　��アップを実施しました…⑨
28日　士別市・三好町少年野球交流会（三好公
　　　園野球場）平成12年より友好都市として
　　　交流している北海道士

し べ つ し

別市と三好町の少
　　　年野球の交流試合が行われ、互いに交流
　　　を深めました…⑩

6日�　三好池桜マラソン（三好公園周辺）三好走�����������
�������ろう会主催。満開の桜並木の下を2,392人
　　が快走しました…⑪
15日�　シルバー直売会（生きがいセンター「太
　　　陽の家」）今年度6回開催の花きなどの直
　　　売会…⑫

4月

3月
⑧緑と花フェスタ

⑨三好桜まつり

⑫シルバー直売会⑪三好池桜マラソン
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⑯安全なまちづくり・環境美化推進大会

⑭春の文化展

⑮水防訓練

⑬みよしプレミアム商品券の販売

17日　みよしプレミアム商品券の販売（三好　
　　　町商工会、三好丘交流センター、明越会
　　　館）町内の商工会加盟店221店舗で利用
　　　可能な15%のプレミアムのついた商品
　　　券。用意された10,000セットは即日完売
　　　しました…⑬
28�日（～31日）　春の文化展（サンアート）17団
　��体が510点の作品を展示。芸能発表では�

�������11団体120人が舞踊などを披露した…⑭
31日�　水防訓練（西一色地内境川堤防）消防団
　や自主防災会などおよそ300人が豪雨
　による洪水を想定した訓練を実施…⑮

�

13 日�　安全なまちづくり・環境美化推進大会
　�　　（サンアート）防犯や防災、ごみ減量な
　　どに努め、住みよいまちづくりを推進
　　しました…⑯

20日�　少年の主張三好町大会（サンアート）
�������　各小中学校の代表12人が日ごろの思���
�����������いなどを発表しました…⑰
���29日　市制施行に関する申請書を県知事へ
　　　提出（愛知県公館）6月定例議会で、愛
　　　知県へ市制施行に関する申請をするこ
����������とが議決されたのを受け、久

く の

野知
ともひで

英町
������������長から神

かん

田
だ

真
まさあき

秋愛知県知事へ申請書��
��������������が手渡された…⑱

⑱市制施行に関する申請書
を県知事へ提出

⑰少年の主張三好町大会

6月

5月

�三好池まつり
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⑳第14回町民カヌー大会�
　第20回中学校対抗カヌー大会

⑲三好丘 3地区の自主防犯パトロール隊発足式

�小中学生夢の作品展

11日　三好丘3地区の自主防犯パトロール隊
　　　発足式（三好丘交流センター）ひばりケ
　　　丘、三好丘緑、三好丘桜行政区の自主防
　　　犯パトロール隊が発足した…⑲
12日　第14回町民カヌー大会、第20回中学
　　　校対抗カヌー大会（三好池カヌー競技場）
　　　両大会に合わせて140人を超える選手が
　　　参加し白熱したレースを展開…⑳
18日　第36回三好町小学校水泳大会（南部小
　　　学校）男女6種目に別れ熱戦を展開。4種
　　　目で大会新記録が出る…�

1日�　三好池まつり（三好池）およそ2万1,000
　人が1,200発の花火と提

ちょうちん

灯舟の競演
　　��に酔いしれた…�
22日�　三好いいじゃんまつり（三好稲

いなりかく

荷閣
　　　周辺道路）45グル－プおよそ3,200人
　　　が熱気いっぱいに踊った…�
　　22・�23日　大

おおぢょうちん

提灯まつり（三好稲荷閣）高さ
　　　11mを誇る3基の大提灯の灯りの下、多
　　　くの見物客でにぎわいました…�
　　　�29日�　三好町防災訓練（拠点会場北中
　　　� � �学校）620人が参加し、防災意識を高
　　　　����めた…�

7月

8月
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�大提灯まつり

�三好いいじゃんまつり

�三好池まつり

�三好町防災訓練

�第36回三好町小学校水泳大会
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�公募第15回三好美術展

�三好町郷土芸能伝承活動発表会

�三好町消防操法大会�文化の日記念式典

1日　公募第15回三好美術展（サンアート）絵
　���画、彫刻、写真、水墨画、陶芸の5部門で計
　　149作品を展示…�
6日　三好町消防操法大会（尾三消防本部）町
　　�内13分団が消火作業の速さと正確さを
　　競った…�
13日�　三好町郷土芸能伝承活動発表会（サン
�������アート）11団体およそ500人が巫

み こ ま い

女舞や�������
　　お囃

は や し

子、棒の手などを披露…�
19日　総合福祉フェスタ（サンアート）福祉に関
���������する恒例行事…�

11日�　三好町体育祭（三好公園陸上競技場）
　　��およそ5,000人がスポーツの秋を楽し　
　　��んだ…�
� 17・18日�　三好八

はちまんしゃ

幡社秋の大祭（三好
　　　八幡社周辺）…三好上と三好下の　　
　　　の2台の山

だ し

車が曳き回された…�
���������28日�～11月3日三好町文化祭2009
�����������（サンアート）菊花や絵画などの作品
������������展と能発表など三好の文化が一堂に
　　　　　会した…�

9月

10月
�総合福祉フェスタ

�小中学校夢の作品展 �三好八幡社秋の大祭

�三好町体育祭

�三好町文化祭2009
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�文化の日記念式典

�三好町長選挙・三好町議会議員補欠選挙

�産業フェスタみよし2009

�小中学生夢の作品展

　　　
1日　産業フェスタみよし2009（さんさんの郷）
　　農業、商工、子ども会まつりを開催。およ
　　そ3万8千人が来場…�
3日�　文化の日記念式典（サンアート）三好町の
発展に寄与された功労者を顕

けんしょう

彰…�
14・15日　小中学校夢の作品展（サンアート）子��
������どもたちの創意工夫にあふれた作品を展
　　示しました…�
15日　三好町長選挙・三好町議会議員
　　�補欠選挙町長選挙では現職の久

く の

野
　　�知

ともひで

英さんが再選し、町議会議員補欠
　　�選挙では冨

とみだ

田正
ただし

さんがそれぞれ当選
��　�しました…�

17日　町道三
みよしがおかこまば

好ヶ丘駒場線橋梁（高
たかねばし

嶺橋）架設
　　工事（莇生地内東名高速道路上）東名高速
　　道路に全長およそ54メートル、重さおよそ
　　438トンもの町道の橋（高嶺橋）を架ける工
　　事が行われた…�
�����19日　市制施行に関する官報告示国の�　
　　広報紙というべき官報で、平成22年1月�������
　　4日から「みよし市」となることが告示さ
　　れた
29日　保

ぼ た が い け

田ケ池イルミネーションライティン
　　グセレモニー（保田ケ池公園）およそ2万
　　4,000個の電球と打ち上げ花火が三好の冬
　　の夜空を幻想的な空間に演出…�

�5日�　第4回愛知県市町村対抗駅伝競走大会
�������（愛・地球博記念公園）市制施行に伴い、町
�������村部としては最後となる大会で、三好町　
　　代表チームは見事優勝し3連覇を飾る…�

11月

12月

�小中学校夢の作品展�第4回愛知県市町村対抗駅伝競走大会
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　　  さて、間もなく新生「みよし市」
　       が誕生。皆さんにとってどん
      な一年になるでしょうか？

�保田ケ池イルミネーション
　ライティングセレモニー

�高嶺橋架設工事
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