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第２４回小川和紙マラソン大会　 盛大に開催されました！

和紙の材料 トロロアオイ 出荷作業

種目名
全体順位 氏　名 タイム 住所

完走人数／申込人数
ハーフ一般男子 １ 井上直紀 1：10：21 東京都
３４３／４６１ ３ 轟　和典 1：14：16 青山

ハーフ男子40歳代 １ 渡辺正博 1：13：44 蓮田市
４５８／５４６ ５ 山口浩司 1：18：11 増尾

ハーフ男子50歳代 １ 磯間浩幸 1：17：43 東京都
４３２／５１６ ５０ 島田敏雄 1：35：27 青山

ハーフ男子60歳以上 １ 志方成一郎 1：24：14 鴻巣市
３２５／３８４ ９ 永井良文 1：33：15 みどりが丘
ハーフ一般女子 １ 野村友香里 1：24：26 東京都

５２／７１ ３７ 久保美樹 2：08：39 小川
ハーフ女子40歳以上 １ 石川　操 1：28：57 飯能市

１８０／２２７ １４ 瀬尾和子 1：43：38 勝呂
ハーフオープン １ 上野　渉 1：05：34 ＨＯＮＤＡ
10㎞一般男子 １ 成田匠平 0：30：44 坂戸市

２６１／２９９ ３ 小林隼也 0：32：48 青山
10㎞男子40歳代 １ 高橋陽一 0：34：41 東松山市
１８８／２２１ ２７ 畑竜之介 0：43：52 青山
10㎞男子50歳代 １ 福田　健 0：35：16 東松山市
２０４／２３８ １０ 栗原孝一 0：39：55 木部

10㎞男子60歳以上 １ 塚田義一 0：36：14 新潟県
２１２／２５９ ４３ 木村和弘 0：51：26 東小川
10㎞一般女子 １ 白井久美子 0：41：19 富士見市
８０／１０２ ５ 北村花奈 0：49：31 東小川

10㎞女子40歳以上 １ 福田恵美子 0：41：03 東松山市
１９１／２３０ ２８ 斉藤　操 0：52：25 大塚
５㎞一般男子

１ 関根悠太 0：16：11 増尾
６９／８０

５㎞男子40歳以上 １ 後口洋史 0：16：39 鶴ヶ島市
１３１／１５１ １１ 山本浩一 0：18：45 青山
５㎞一般女子

１ 石塚美里 0：17：32 大塚
５７／６９

５㎞女子40歳以上 １ 中村美雪 0：21：08 越谷市
６５／７６ １９ 熊坂和代 0：29：17 小川

３㎞中学男子
１ 池田上総介 0：09：19 小川

１０６／１１９
３㎞中学女子 １ 高橋朱穂 0：10：25 東松山市
５７／６５ ２ 山脇きらら 0：10：29 みどりが丘

２㎞小学男子
１ 福島　宙 0：07：04 小川

１５４／１７５
２㎞小学女子

１ 平山真唯 0：07：21 みどりが丘
７１／８１
２㎞親子 １ 水橋直樹・郎貴 0：07：29 ふじみ野市

２８５／３２７ ９ 武田秀一・大和 0：08：31 小川

今大会の記録を紹介します ※各部門１位及び町内１位の方
（敬称略）

平成２８年　統計功労表彰
　１１月２５日、浦和コミュニティセンター
で表彰式が開催され、小川町からは次の方々
が表彰されました。おめでとうございます。
総務大臣表彰
　　　　　　　神田 治雄さん（木部）
経済産業大臣表彰
　　　　　　　石川 勝義さん（木部）
経済産業省感謝状
　　　　　　　赤坂 カツ子さん（角山）
埼玉県知事表彰
　　　　　　　柳  まゆみさん（木部）
埼玉県知事表彰
　　　　　　　小髙 澄江さん（青山）

町では、統計調査員を募集しています。
２０ページもご覧ください。

第３１回農業祭　受賞者を紹介します
　１１月２３日、埼玉伝統工芸会館で小川町農業祭実行委員会
主催による農業祭を開催しました 。町の農産物をアピールす
る場として毎年開催しています。今回の農産物品評会の結果を
お伝えします（敬称略）。
特　別　賞
　埼玉県知事賞　　　　　　　　　栗嶋春江（木呂子） 
　小川町長賞　　　　　　　　　　杉田二郎（下里） 
　埼玉中央農業協同組合長賞　　　浅野　博（伊勢根） 
　小川町議会議長賞  　田中文子（下横田）
　農業委員会比企地区協議会長賞　坂田嘉男（高見）
　埼玉中央農業協同組合
　　小川農産物生産直売組合長賞　松本育男（中爪）
　小川町農業祭実行委員会長賞　　樺澤正治（高谷）
奨　励　賞
　小川地区　　新井基司（下里）
　大河地区　　新井黄石（古寺）
　竹沢地区　　吉田昌江（下勝呂）
　八和田地区　永島芳枝（上横田）
　八和田地区　大澤久男（高谷）

　問合せ
農業委員会

（環境農林課内）
☎ 内 ２４２、
　 　 ２４３

ご受章おめでとうございます

瑞宝双光章
田 口 裕 嗣 さん（小川）

学　校　医

瑞宝単光章
髙 倉 俊 明 さん（下横田）

元比企広域市町村圏組合
小川消防団長

法務大臣表彰
中 島 典 子 さん

（上横田）
保　護　司

１１月１８日開催
第６３回埼玉県更生保護大会

　１２月１１日、全国各地から大勢
のランナーを迎えて小川和紙マラソ
ン大会が盛大に開催されました（申
込み人数４,６９７人、完走人数３,
９２１人）。
　ランナーの皆さんをはじめ、役員
の皆さん、沿道で応援いただいた皆
さん、ありがとうございました。
　また、広範囲にわたる交通規制に
ご協力いただき、ありがとうござい
ました。

　小川町トロロアオイ生産組合では、細川紙、小川和紙等の和紙づく
りに欠かせない「トロロアオイ」の収穫・出荷作業を１０月下旬から
１１月上旬に行いました。これらのトロロアオイは県外の和紙産地に
も出荷しています。
　美しい紙を漉くには、紙料の楮（こうぞ）等の植物の繊維を均一に、

ムラなく水中に分散させる必要があります。紙料繊維は水より重く、紙漉きをするための漉き槽に入れるとす
ぐに沈んでしまいます。そこで、トロロアオイの根をたたいて抽出した「ねり」と呼ばれる粘液を使い、水に
適度な粘り気を出し、繊維が長時間水中に分散するようにしています。

高らかに選手宣誓

ランナースタート！

仙元太鼓が威勢よく


