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中之条自治会

暑中お見舞い申し上げます。
自治会員の皆様におかれま
しては益々ご健勝のことと、
お慶び申し上げます。日頃は
自治会活動にご協力を賜りま
してありがとうございます。
今年も各地で大きな災害が多
く発生しております。上田は
災 害 の 「 無 い 所 」。 中 之 条 は
「地盤」がしっかりしている
から安心と思いがちですが地
震・水害・火災は何時どこで
も発生します。災害が発生し
避難指示命令が出たならば速
やかに避難指定場所に避難し
ていただきますようお願い致
します。
城下自治連では大地震によ
る須川湖の決壊が心配される
ことから数年前から湖岸改修
工事を進めておりましたがこ
の程完成致しましたのでここ
にご報告申し上げます。
上半期事業報告

西

澤

誠

〇土木工事について
▼公民館西側古舟道路の歩道
のアスファルト施工が三月
より行われ完了。
▼中之条薬局から上田原団地
に向かう道路西側にグリー
ルンベト施工
〇生活環境関係について
▼南小グラウンド東側道路の
暗い所にＬＥＤ三カ所設置
▼第一ブロック小林鉄夫邸前
の道路の暗い所にポール式
ＬＥＤ一本設置
▼みのり保育園北側通路の暗
い所にＬＥＤ一台新規設置
▼古い丸型の装飾灯で現在Ｌ
ＥＤに代わり使用していな
い防犯灯四カ所取り外し
▼第四ブロック県住道路沿い
に腐食した防犯灯ポールが
あり危険である為、新ポー
ルと交換
▼中川酒店東側に通路ができ
多くの分譲が行われ車の往

自治会長
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期待を致したいと思います。
来も多くなりカーブミラー
（みらい会議役員は二十一名）
の要請があり設置
会長
北澤隆士 （小牧）
▼中川酒店東側に第三ブロッ
副会長 沓掛勝也 （御所）
ク三班のゴミ集積所が無い
副会長 中澤徳男 （千曲町）
為、新たに二カ所設置 ゴ
事務局長田玉利貞 （御所）
ミ籠、市の助成金受け設置
会計
今井幸弘 （諏訪形）
（初の試み）網は各ブロッ
顧問
小坂井二郎（中之条）
クの負担とする
顧問
宮下省二 （諏訪形）
〇城下自治連合会
委員に西澤誠、西沢俊郎、
一月二十一日城下自治連新
飯島誠の三名が選任。この他
旧役員会が行われ選任された
に各自治会より十一名が選任
役員は次の通りです。
されています。
会長
中澤徳男（千曲町）
〇中之条文化財維持保存検討
副会長 有賀邦夫（朝日ヶ丘）
委員会発足について
副会長 稲垣敦史（諏訪形）
重要案件であり自治会長経
会計
西澤 誠（中之条）
験者のご意見を聞く場面を設
監事
片岡章雄（小牧）
定、協議会に一任との事とな
監事
市川博文（中村）
りましたので協議会にて委員
評議員 河野行雄（御所）
の人選をいたしました。
評議員 手塚孝一（須川）
委員の構成は次の通りです。
評議員 田中透 （三好町）
自治会長経験者三名、委員長
自治会長は自治会の運営の
は丸山正幸氏他西澤孝夫氏
他に城下自治連合会にも所属
西沢俊郎氏に委員として入っ
することになります。
て頂き、中之条誌編集委員か
城下地域全体で取り組む諸
ら中沢賢氏中澤照夫氏の二名。
問題を検討する会議を設け月
一回の定例会を行っています。 各ブロックより一名の八名、
合計十三名の委員会となりま
〇城下みらい会議設立
す事、ご報告致します。八月
さる六月十七日十三時より
に第一回の委員会を行い数回
防災センターにおいて母袋上
の委員会を経て十月中に協議
田市長・上田建設事務所長ら
会に答申いただく予定です。
の多くの来賓をお迎えして設
〇中之条公民館大広間改修検
立総会が執り行われました。
討委員会について
全ての議案が可決、承認され
大広間改修検討委員会では、
正式に発足の運びとなりまし
利用者の意見を第一に、自治
た。城下みらい会議の今後に

会の運営面での意見もいただ
く中で、望ましい改修のあり
方を検討していただくことと
しております。
委員は、公民館を利用して
いる団体の代表者、公民館役
員及び自治会長等経験者の
方々にお願いし、九月末か十
月始めに第一回の委員会を行
い、数回の委員会を経て十一
月に協議会に答申をいただく
予定です。
〇ゴミ集積所について
清掃当番制実施のお願い
集積所は常に綺麗に保たれ
ていなくてはなりません。そ
の為には決められたルールを
守る事が大事であり、誰がこ
の集積所を利用するのか調べ
る必要があります。自治会に
加入している方のみに使用し
てほしいのが本音ですが、な
かなか難しい問題です。自治
会未加入の方でゴミを出す方
には、清掃当番に加わるよう、
また自治会にも加入していた
だきますよう、お願いしてく
ださい。清掃当番に加わる者
がそのステーションを使用す
る事ができる。これが良いシ
ステムと思われます。ブロッ
ク長にお願いです。当番制の
システムのない所もあるよう
です。無い所は早急に話し合
いを持っていただきますよう
お願い致します。

暑中お見舞い申し上げます。
毎日暑い日差しが強くなり、
皆様方におかれましては健康
に十分気を付けて過ごしてい
ただきたいと思います。
さて、中之条公民館活動も
上半期を経過いたしました。
運営委員全員と区民の皆様方
の協力のおかげで活動が出来
ました。又、後半の公民館活
動に運営委員と皆様方の意見
を頂きながら、中之条区民の
文化と体育の振興と高揚をも
ち、地域づくりと親睦を図り、
より良い公民館活動を進めて
行きたいと思いますので、皆
様の協力を是非お願いしまし
て下半期も宜しくお願い申し
上げます。
◆道祖神祭り
一月二十八日
今年も道祖神祭りが中之条
区内で行われました。自治会
役員、公民館、ＰＴＡ、育成
会役員でお参りいたしました。
また寒い中、子供達が大きな
声を出しながら太鼓を叩いて
回っている姿がとても楽しそ
うでした。
◆各部合同発表会
四月二十三日

五十里 明

義

◆マレットゴルフ大会
五月二十八日
天候に恵まれて、大人、子
供総勢四十七名参加いただき、
自治会長の挨拶でスタートし
ました。大人・子供の混合チ
ームで真剣にプレイをしてい
る姿、また、親睦を図りなが

公民館各部発表会に来賓と
して、城南公民館長、中之条
自治会役員、小坂井市会議員、
昨年度の公民館役員、また今
年は子供達が育成会で交流が
あるので、千曲町自治会長、
公民館長、育成会三役を招待
して、各部発表会を行いなが
ら親睦を図りました。

公民館長

中之条公民 館
平成二十九年度上半期活動
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らプレイを楽しんでいる姿も
見られました。最後に表彰式
が行われて競技が終了いたし
ました。
大人一般の部（敬称略）
一位 吉越 もり子
二位 長岡 かづ子
三位 竹内 和男
子供ジュニアの部
一位 中村 祐大
二位 加藤 瑠千亜
二位 永井 雅心
三位 高橋 大地

◆人権教育講座
六月十五日
講師 ＮＰＯ法人侍学園ス
クオーラ・今人理事長 長岡
秀貴さんを迎えて、テーマ

「不登校とひきこもりをめぐ
る現状」
来賓者には、城南公民館長、
南小学校校長、第四中学校校
長、民生児童委員、学童保育
トットの家、主任児童委員、
みのり保育園、自治会長、育
成会長をお招きし開催いたし
ました。また南小、四中ＰＴ
Ａ支部長の皆さんに協力をし
ていただき、一三八名の大勢
の参加者でした。

◆球技大会
七月二日
前日の大雨のため、残念な
がらソフトボール球技が中止
になり、ビーチバレーボール
だけの競技となりましたが、
男性・女性・子供の混合チー
ムで試合が行われ、熱戦を繰
り返しながら真剣にプレーを

していました。参加者一六六
名。
競技終了後、公民館で表彰
式と親睦会を行い親睦を図り
ました。出席者四十二名。
球技大会にご協力いただき
ありがとうございました。
優勝
六ブロック
準優勝 七ブロック

◆上田わっしょい
七月二十九日
今年度も中之条自治連とし
て参加をいたします。公民館
も自治会の下で協力をいたし
ます。
下半期活動予定
◉ふるさと夏祭り
◉第一回中之条映画祭
◉人権講座
◉城南公民館運動会
◉しいのみ園合同文化祭
◉各部活動報告会

より、二回の練習で見違える

ださる先生方の丁寧な指導に

真似たり、踊りを指導してく

お兄さん・お姉さんの踊りを

た。初めて参加する子供達は

た。

り込み、いざ出陣となりまし

の掛け声で、六台のバスに乗

治会長の「エイ・エイ・オー」

腹ごしらえをした後、西澤自

一七時三〇分、おにぎりで

らいに踊りを大いに盛り上げ

ッスルと雨の音をかき消すく

り、鈴の音、笛、サンバホイ

わっしょいの掛け声と伴に踊

なるでしょう。

記憶は忘れられない思い出と

を合わせて一生懸命に踊った

祈念します。

七月二十九日、約一万人を
程上手になりました。また、

公会堂出発時小雨だった雨

ましたが、十九時十分に雨が

っしょい」がスタートしまし

超える上田市民が参加する、
練習後には上手に踊れた人・

も上田城跡南駐車場に到着し

激しくなり、中止のアナウン

二百名を超える中之条連は、

が、力を合わせて一生

最後に、南小学校・第四中

果になりましたが、全員が力

今回は、途中中止という結

わが町、夏の最大イベントで
大きな声が出ていた人にプレ

た時には、本格的になり、お

スがありました。今回は残念

た。

ある「上田わっしょい」が雨
ゼントが渡され大いに練習を

祭りの中止も危ぶまれました

今年で四十六回目、子供か

わっしょい実行委員長
岩崎
茂

天のなか行われました。
盛り上げていただきました。

ながら途中中止となりました

る中之条連は上田市内でも最

懸命踊った記憶は忘れ

ら大人まで総勢二百名を超え
大級の迫力ある連となりまし

られない思い出となり
ます。

今年初めて参加した

子供達は大変な思い出

になりましたが、来年

また、中之条連最後の

学校ＰＴＡ役員の皆様、公民

も参加してください。

小学校六年生が再び参

できました。心より感謝申し

館・自治会役員の皆様、そし

親から子へ、子から

上げます。本当にありがとう

加するのは、彼ら彼女

顔と手にＩｌｏｖｅ中之条の

孫へ。引き継がれてい

ございました。

てご参加、ご協力を頂いた自

ペイントで集合しました。鈴

く変わらない想い。家

住みやすい地域「中之条」

らの子供が小学校に上

七月二十日、二十七日と二

とペイントは一体感を醸し出

族が暮らす地域がいつ

を目指して、今日も元気な中

治会の皆様のお陰で上田わっ

回実施された練習では、「わ

すために南小ＰＴＡ役員の皆

までも安全で暮らしや

之条です。

がるであろう二十年後

っしょい賞」獲得を目指し、

様に考案していただきましし

すい場所であることを

しょいが無事に終えることが

園児から小学生、保護者の方

た。

でしょうか。

と大勢参加していただきまし

緑の法被、豆絞り、手には鈴、

た。

本番当日、中之条公会堂に

が、一八時三十分に「上田わ

上田わっし ょ い 報 告

平成29年8月15日（2017）
報
会
治
自
条
之
中
（3）第162号

第162号（4）
報
会
治
自
条
之
中
平成29年8月15日（2017）

南小ＰＴＡ活動
小坂井

南小ＰＴＡ 支 部 長

晃

平成二十九年度、ＰＴＡ支
部長を務めさせていただいて
おります小坂井です。よろし
くお願い致します。
中之条支部は、児童数がと
ても多い地区のため、この大
役を務めていけるか心配でし
たが、副支部長さんをはじめ
連絡員の皆様のお力をお借り
し、また自治会、公民館の役
員の皆様にもご協力頂き、活
動を進めております。
南小支部の活動としては、
四中支部と合同で毎年行われ
る地区懇談会を、六月中旬に
公民館主催の人権講演会と合
同開催しました。お忙しい中
来賓の皆様、小中学校の校長
先生や担当の先生方にご出席
頂きました。講師の侍学園理
事長 長岡秀貴さんから「限
られた子育ての期間を後悔し
ないために」というテーマで、
子供への接し方、命の大切さ
に気づかされた時間となりま
した。夏に向かい、七月末に
は上田わっしょいがあります。
今年は、子供達からのアイデ
アが出され、ボディペインテ
ィングなどを実施することに
なりました。夏休み中には、
ラジオ体操や公共施設清掃、

プールなど子供達にとって楽
しみな行事が沢山ありますが、
事故やケガのないよう安全に
は注意し、子供達に楽しい思
い出を作ってほしいと思いま
す。九月にはお楽しみ会があ
り、プロジェクターを使った
お笑いデジタルショー「アキ
ラボーイ」をお招きします。
映像やゲームの世界に入る体
験ができ、このステージを通
じて将来への夢も広がってい
ければいいなと思っておりま
す。また今年は八月に子供達
のために中之条自治会と公民
館主催の映画祭が企画されて
おります。また先の六月下旬
に第十六回城南地区ジュニア
ビーチボール大会に中之条と
して初めて、六年生六名、五
年生一名が参加し、見事高学
年グループＢで優勝いたしま
した。公民館役員皆様からの
お声がけが子供達の交流を広
げ、良い経験となりました。
またさらに城南運動会や道祖
神など地域の方々と触れ合う
行事があるので子供達には積
極的に参加してもらい、地域
の皆様とつながるきっかけに
なればと思っています。その
ためにもＰＴＡ役員一同力を
合わせて頑張っていきたいと
思いますので、今後共ご協力、
ご指導の程よろしくお願い致
します。

四中ＰＴＡ活動
小林 ゆう子

四中ＰＴＡ支部長

平成二十九年度、四中ＰＴ
Ａ中之条支部長を務めさせて
いただいております小林です。
よろしくお願い致します。
中之条支部には、今年度、
九十七名の生徒が在籍してお
り、生徒数が大変多い地区の
ため、この大役を務めていけ
るのか不安でしたが、副支部
長さんをはじめ連絡員の皆様
のお力をお借りし、また自治
会、公民館の皆様にもご協力
を頂き、少しずつではありま
すが、ＰＴＡ活動を進めるこ
とができております。
先日は、地区懇談会を、公
民館、南小中之条支部と三者
合同で開催させて頂きました。
ＮＰＯ法人侍学園の長岡理事
長様による「限られた子育て
の期間を後悔しないために」
という人権講演会を聞くこと
ができました。当日はお忙し
い中、来賓の皆様、小中学校
の校長先生、諸先生方にもご
参加いただきありがとうござ
いました。子育てについて、
大変興味深いお話を聞く事が
できました。私が印象に残っ
た言葉で「誰かが一番輝いて
いる姿を一番近くで見ていた
い。」という言葉がありまし
た。日頃から自分の事ばかり

ＰＴＡ役員紹介

中心になりがちで難しいので
すが、少しでも他人に寄り添
う気持ちが持てれば、学校、
家庭、地域とのつながりに発
小学校
展するのだろうなと感じまし
支部長
小坂井 晃
た。保護者様にも勉強になっ
副支部長
滝澤 明子
たというお言葉をいただき三
〃
櫻山沙矢香
者合同開催ができ感謝してお
育成会長
高橋 隆太
ります。
副育成会長
矢嶋佐知子
八月からの行事としまして
〃
新村 幸子
は、八月六日に、夏休み地区
校外指導委員 滝沢 真樹
生徒会の行事としてビーチバ
〃
後藤 早苗
レーボール大会を行います。
〃
佐藤 裕美
八月二十六日には、四中バ
〃
一ノ澤由美
ザーがあります。毎年地域の
交通安全委員 飯田 恵美
皆様の多大なご協力を賜り、
〃
山口 英子
大きな成果を上げることがで
〃
永田 美帆
き、大変感謝しております。
〃
小林えり子
今年は新体育館での初めての
育成会担当委員
バザーでもあります。是非お
松村 孝子
越しください。
〃
山岸 絵理
九月に入りましたら、二十
〃
佐藤 美香
九日、三十日には、セルリア
〃
井澤 信子
ン祭が行われます。新体育館
〃
手島
優
での合唱コンクール、校庭で
行われる体育祭等、子供達の
中学校
活動を見ていただければと思
支部長
小林ゆう子
います。
副支部長
藤井 和子
勉強に部活にと忙しく、思
連絡員
五十里理恵子
春期の中にいる子供達を、い
〃
大井
恵
つも温かく見守ってくださり
〃
佐々木祥子
ありがとうございます。
〃
高木 美枝
これからも、ＰＴＡ役員一同
〃
平田 香織
力を合わせて精一杯頑張って
〃
前山由香里
いく所存でおります。
〃
横沢久美子
今後とも、ご協力、ご指導
〃
横沢 信子
の程よろしくお願い致します。
〃
渡辺 洋美
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由比子

ふれあい協議会だより
会長 堀
暑中御見舞い申し上げます。
日頃より福祉活動に御理解、
御協力を頂き、ありがとうご
ざいます。
中之条ふれあい協議会では
地域福祉活動を組織的に推進
し、人間味豊かな地域社会を
築き、又地域で安心して乳幼
児の子育てが出来、御高齢者
の健康寿命が少しでも長く延
びるよう願って活動しており
ます。そのため、自治会、公
民館活動にも積極的に参加さ
せて頂いております。
協議会役員としては、自治
会四役、公民館長、民生児童
委員、健康推進委員、小中Ｐ
ＴＡ支部長、青少年育成指導
員の二十一名にて運営してお
ります。
◎友愛訪問
年二回、七十五才以上の一
人暮らしの方を訪問させいた
だいております。
◎児童公園の花壇づくり
◎ふれあい交流広場の開催
昨年度より市の高齢者介護
課より「地域リハビリテーシ
ョン活動支援事業」の一環と
して、住み慣れた地域でこれ
からも健康で暮らせますよう、
包括支援センターの皆様の協
力で、専門の講師をお招きし

介護予防体操を、又管理栄養
士、保健師、歯科衛生士、薬
剤師さん等々、生活の中で役
立つお話しをして頂き、その
後茶話会を楽しんでおります。
子育て中の親御さんや男性
の方々にも是非参加頂きたく
皆様の御参加、心よりお待ち
しております。
今後の予定
◎ふれあい交流広場
公会堂大広間にて、来年三
月まで、毎月第四月曜日に、
午前十時から十二時頃まで。
◎上田わっしょい参加
◎中之条夏祭り
◎敬老祝賀会
◎しいのみ園祭 お手伝い
◎健康教室 ふれあい交流広
場と合同で行います。
ふれあい協議会役員
会 長
堀 由比子
副会長
五十里明義
会 計
滝澤 恵子
役 員
西澤
誠
平田 敬一 中沢 守人
西沢 初子 山岸 紀子
小坂井 晃 小林ゆう子
成沢 敏彦 佐藤 明美
神谷祐三子 田中 康子
砥石 嘉子 菊地 優子
山田 晋平 池田 春仁
岡村さつき 岡田 基幸
吉原 静枝

がんばっていること
南小六年生 小坂井華那

私が、今、がんばっている
ことは、城南児童公園の花だ
んにさいているお花の水やり
です。どうして私がやってい
るのかと言うと、６月の始め
に自治会の人たちといろいろ
な花を植えたからです。「水
やりは、最初の３日間が肝心
だ。」と言われました。母に
やりなさいと言われ、たいへ
んだな〜やだな〜と思いまし
た。でも、公園がきれいなお
花でうまるように、私は、自
分から「やります。」と言い
ました。そうしたら、一緒に
花を植えた友達の杏奈さんが
「華那がやるなら私もやりた
い。」と言ってくれて一緒に
やる事になりました。妹の柚
那も一緒に、３日間の水やり
が楽しくて、今では、なんと
５週間にも続いています。朝
と夕方の２回で水やりをして
います。城南児童公園のお花
は毎年さいているけれど、枯
れている印象がありました。
今年は、きれいな花がさくよ
うに水やりを、がんばって続
けたいです。

うれしなみだを流した

滝澤

杏奈

ビーチバレーボール大会
南小六年生

６月 日、日曜日に城南地
区ビーチバレーボール大会が
ありました。この大会の前の
日の６月 日土曜日に、下之
条のバレーチームの人達に混
じってビーチバレーの練習を
しました。初めに下之条のバ
レーチームのコーチにビーチ
バレーの説明をしてもらいま
した。次にサーブの練習をし
ました。全然上手く打てなく
てすごく難しかったです。自
分は全然上手くできないのに、
一緒に練習していた友達はど
んどん上手くなっていったの
で、すごく悔しくてずっと泣
いていたら、お母さんとお母
さんのお友達が私のために練
習をしてくれました。できる
ようになった後、みんなで練
習をしてその日の練習は終わ
りました。次の日の大会は優
勝は無理だと思っていました
が、一試合目から勝ててびっ
くりしていました。そして二
試合目も勝て最後昨日一緒に
練習した下之条チームと対戦
しました。最後３セットまで
ねばって優勝しました。初め
ての大会で不安が大きかった
けど、みんなで協力して優勝
できてよかったです。
25

24

小林

三年間の部活動

四中三年生

凌真

ぼくは、四中サッカー部に
所属しています。今年のサッ
カー部の目標は、「北信越大
会優勝そして全国へ」です。
その目標に到達するために、
ぼくたちは先生方をはじめ、
コーチの方々、保護者の方々
への感謝の気持を忘れずに、
日々練習に励んでいます。
ぼくのポジションは、主に
トップです。トップは仲間と
の連携とシュートを狙う意識
がとても大切です。ぼくには
シュートを狙う意識が足りな
かったので、自信を持ってシ
ュートを狙うことをこころが
けました。その結果、シュー
トを多く狙い、打つことがで
きたように思います。そのと
きぼくは、自信を持つことの
大切さに気づくことができま
した。
上小大会、東信大会を無事
突破し、県大会の日まであと
数日となりました。県大会に
は、たくさんの大きな壁が立
ちはだかっていると思います
が、自信を持ってプレイをし
て、チームに少しでも貢献で
きるようにがんばり、悔いの
ない県大会にしたいです。

10

山田

晃一

長年の育成会活動で表彰

23

公民館会計
４月 日、サントミューゼ
において、上田市子ども会育
成連絡協議会による表彰式が
ありました。
中之条自治会では、１ブロ
ックの石川博一さん、７ブロ
ックの成澤敏彦さんが、長年
の育成会活動に対する貢献を
評価されての受賞。お二人は、
ともに平成 年度の育成会正
副会長で、上田県営球場での
少年野球大会「中之条杯」を
立ち上げ、以来、 年にわた
りその運営に携わってこられ
ました。
13

お二人に当時の様子を振り
返っていただきました。
山：石川さん、成澤さん、こ
のたびはおめでとうございま
す。

石・成：ありがとうございま
す。
石：いやあー、久々のスーツ
で表彰式なんて、緊張しまし
たね。
成：そうですよね、関係者が
大勢いる中、新しいサントミ
ューゼで、びっくりしました
よ。
山：今年、公民館長を務める
五十里さんが、 年にわたり
育成会野球部監督として、子
どもたちの指導をされてきま
した。その精神が、現在の野
球部に受け継がれています。
年度の役員はもちろん、コ
ーチとしても 年にわたり活
動されてきました。
石：現在、高校３年の巧実が
小１の時だったと思います。
県営球場を借りて、地域の少
年野球チームとの交流戦が始
まりました。とにかく球場を
確保するのに毎年苦労してま
すよね。
成：そうそう。抽選のために
夜通し順番待ちをして。雪が
降る日や栄村の大地震の時も
ありました。うちの悠基も今、
千曲高校３年で野球を続けて
いますが、小さかったあの頃
を懐かしく思い出します。
山：石川さん、次男の嗣己君
も高校で野球を続けています
よね。
石：そうですね。今年、千曲
高校は創立 年を迎えました
が、次の 年に向けてのスタ
ートでもあるのかなと思いま
す。
山：悠基君は最後の夏ですね。
（次男・真弥君は中学でテニ
スの道へ）
成：この号が発行される頃、
どうなっているかは分かりま
せんが…。悠基も小中学生の
頃はピッチャーをしていまし
たが、事情があって、右投げ
から左投げに変えるなど試行
錯誤しながら野球を続けてき
ました。そんな姿をグラウン
ドで見ると、なぜか私ではな
く、隣の石川さんの目から大
粒の涙が流れてくるんです。
（笑い）
石：最近、涙もろくなっちゃ
ってね。
山：プロ野球も行われる県営
球場で、小学生がプレーでき
ることは嬉しいことですよね。
石：そうですね。中之条だけ
でなく、広く地域の子どもた
ちに夢や感動を与えてあげた
い。そんな思いで 年間、抽
選のため並んできたんです。
成：小中高と野球人口の減少
が叫ばれている中、野球に限
らずスポーツを通じて、子ど
もの健全育成をしていくこと
はとても大切なことだと思い
ます。
山：これからも地域のみんな
で子どもたちを育成していき
たいですよね。今年、公民館
５役は五十里監督の熱意で、
役員を引き受けました。育成
会活動と公民館活動も御支援
のほどをお願いいたします。

中之条の伝承文化と
文化財

中之条誌編集委員長
中沢
賢
神縄

毎年、一月十五日に近い日

曜日の午前、恒例の「神領縄

（神縄）」の伝統行事が行わ

れる。中之条の鎮守、宮川神

社に、中之条の住人が集合す

る。稲藁を差し出す人、藁に

撚りを掛ける人、連係プレー

よろしく、二十㎝を超える太

さの三本撚りの縄が、冗談と

笑いが渦巻く中、撚りあげら

れてゆく。十数ｍの長さに達

すると、これをお宮境内入り

口両側の大木に掛ける。高く

て足場の悪い所への綱掛けな

のでスリリングな難事業であ

る。綱が張られると、出陣す

る武田軍の馬上の武者十

れなかったが、近年は、若い

人達が、村興しの一環として

郷土の伝承文化を見直す様に

なった。「神領縄」の行事に

も若い人が大勢気軽に参加し

てくれている。

一月十五日に武田軍が宮川神

田、村上軍の上田合戦の折、

天文一七年（一五四八）武

に立てれ神領縄が完成する。

では平成六年に、中之条在住

集」などが残っている。最近

者となった「宮川神社奉額句

二十年代東京の著名俳人が選

集額が多数奉納された。明治

神社には江戸時代から俳句

俳句集額

社で神願をおこなったのが、

の俳人板垣峯水氏撰の「俳句

二人をかたどった御幣が綱上

こうした伝承文化は、一時

集額」が奉納された。

起源と言い伝えられている。

は古いとして、あまり顧みら

神縄

30

10

100

100

成澤さん
石川さん
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宮川神社
こうした文化を育てた宮川
神社を紹介する。
創建がいつかは不明である
が、七五〇年以上の歴史を持

樹木は上田市の保存指定木に
なっている。
中之条の石碑文化財の代表

姥懐庚申坂石碑群
は字姥懐地籍庚申坂の石碑群

の建築様式は「切妻・流造

渡り殿、神殿からなり、神殿
観世音、道祖神、庚申塔など

清掃をした時代もある。馬頭

や自治会長ＯＢ会などが毎年

つことは確実。建物は、拝殿、 である。かつて中之条自治会

り」である。古代の高床式穀

年（一九五六）に、神殿に上

傷みやすいので、昭和三十一

屋根は檜皮葺きで雨雪により

れる。最近の調査により、馬

人の役馬に対する思いが偲ば

石塔が八基もあり、当時の村

碑が並んでいる。馬頭観世音

物庫を模したものと言われる。 十五基と水墨画家練齋の顕彰

屋を掛けている。
頭観世音二基が紛失している
ことが判明。

神社には以前に建てられた
神殿の垂木の両端に取り付け
念仏堂

中之条村が江戸時代から実

られていたと思われる魔除け
の「鬼面」が、宝物として保
宮川神社境内には、昔村内

のお堂は元は字観音堂（千曲

は字西町の念仏堂である。こ

質上管理して来た寺堂の一つ

各地に祀られた神社が多数、

町団地）にあったが、万治三

存されている。

事情により、遷座され保存さ

年（一六六〇）、芳泉寺と中

歴史を調べると、中之条村

れている。それぞれが歴史を

の先人達が、幾多の時代の波

之条村の出資と奉仕により、

に分祀創建し、小泉組一二ヵ

持っている。例えば、天神社

村の総社にしたものである。

にもまれながらも、今日に残

当地に再建された。

お宮の境内は鬱蒼と茂る古

る伝承文化と文化財を守り育

は出石の松平家が上田移封の

い欅や榎木でおおわれ、夏は

てて来られたことに気づき、

文化財の継承

孫の子守をしながら緑陰を楽

頭が下がる思いがする。

際、出石の天神社を上田領内

しむ年配者の姿も見られる。

川辺交番所長 平沼

毅

暑中お見舞い申し上げます。
中之条自治会の皆様におか
れましては、ますますご清祥
のこととお慶び申し上げます。
日頃から自治会の皆様には、
地域の安全・安心のため、ご
尽力いただきありがとうござ
います。
川辺交番から皆様にご留意
いただきたい三点を申し上げ
ます。
【特殊詐欺被害の防止】
特殊詐欺は、ある日突然、
電話やメールで被害者をだま
します。
犯人は、あらかじめメール
や封書を送りつけることもあ
りますが、最後は必ず電話で
だまします。
近年多発している特殊詐欺
被害の主な手口は次の４つで
す。
◦息子や孫をかたって電話を
かけ、「（何らかの）トラ
ブルがあってお金が必要に
なった」「お金を貸して欲
しい」などと言ってだます
オレオレ詐欺
◦「有料サイトの未納料金を
すぐに支払わないと裁判を
起こす」などど脅して、電
子マネーで支払いを求める
架空請求詐欺

◦市町村の職員をかたり、Ａ
ＴＭで還付金を受け取るよ
うにだます還付金詐欺
◦「あなただけ」などと言っ
て儲け話を持ちかけ、投資、
手数料支払い名目でだます
もうかります詐欺
被害者の多くは、特殊詐欺
について知識を持っていなが
ら被害にあっています。
人ごとと思わず、「自分に
も犯人から電話やメールがく
るかもしれない」と考えて、
被害防止に努めてください。
【運転免許証の自主返納】
高齢化社会が進み、高齢者
の交通事故が増加しています。
今までは高齢者は被害者と
いう状況でしたが、現在では
高齢者が加害者側になること
が増えています。
長野県の交通死亡事故では、
死者の半数が六十五歳以上と
なっています。（三十五名中
十八名、七月十一日現在）
長野県では生活する上で自
動車を運転せざるを得ない状
況かと思いますが、自分が加
害者とならないためにも、運
転免許証を「卒業」する時期
を考えていただければと思い
ます。
もし、物が見づらくなった、
自動車を擦ることが続いたな
どの変化を感じたら、運転免
許の返納を考えてみてくださ
い。

長年運転してきた方が、運
転免許を返納し、運転を止め
るのは勇気がいることと思い
ますが、加害者にならないた
めに、ご家族とよく話し合っ
ていただければと思います。
【子供の安全確保】
これから、子供たちが夏休
みに入ります。
子供たちが外で遊ぶことが
増える時期ですが、子供たち
の安全確保のため、見守りを
お願いします。
もし、子供たちが危険な場
所で水遊び、火遊びをしてい
れば、自分の子供や、孫の命
を守ると思って、声掛けをお
願いします。
子供に自分が危険な状態で
あることを、認識させてあげ
てください。
不審者と思われたら嫌だと
思い、子供に声を掛けるのを
躊躇される方がいると思いま
すが、子供の命を守るため、
ご協力をお願いします。
最後に、猛暑となる折、中
之条自治会の皆様の益々のご
発展とご健勝をお祈り申し上
げます。

お知らせ 例年、事業所
の皆様に協力いただいてお
りました暑中見舞いの広告
につきましては、諸事情を
勘案し、募集を取りやめと
させていただきました。
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290,000

65

62,500
計

850,000円
35,000円
34,000円
128,772円
消防協力費
緑の募金
城下自治連負担金
自治会活動保険料
723,900円
447,000円
430,000円）
上田わっしょい寄付金
社会福祉協議会会費
（内自治会一括納入分

金額（円）
社員
金額（円）
人数
金額（円）
事業所数
世帯数

自治会費
軒数

ブロ
ック

基幸
岡田
会計
中之条自治会

自治会費納入状況等のお知らせ

日本赤十字社
活動資金納入状況
長野県民交通災害共済
加入状況
自治会費納入状況

第162号（８）
報
会
治
自
条
之
中
平成29年8月15日（2017）

自治会費等の納入および各種寄付につきましては、多大なるご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
平成29年7月現在の状況につきまして、下記の通りご報告申し上げます。

（注）アパート入居者の自治会費が日割り計算のケースもあり、端数が生じています。

敬老祝賀会の御案内

左記の通り敬老祝賀会を
計画しております。
対象となる七十五歳以上
の皆様には招待状をお届け
いたします。ご都合をつけ
お越し下さい。

記
日時 平成二十九年
九月十六日㈯
午前十時より
場所 中之条公民館 大広間
（負担のかからない
腰掛イスにて行います）
プログラム予定
・南小学校合唱部の歌唱披露
・公民館各部の余興
・ものまね、寸劇 など

平成二十九年八月盛夏
自治会
西澤
誠
会 長
平田 敬一
副会長
岡田 基幸
会 計
総務部長 中沢 守人
自治会協議員一同
公民館
五十里明義
館 長
西澤
忍
副館長
石川 博一
主 事
山田 晃一
会 計
青少年育成指導員
成澤 敏彦
公民館運営委員一同
千曲藻編集委員一同

早いもので私が自治会の協
議員をお引き受けしてから半
年が過ぎようとしています。
日頃は家事と仕事に追われ、
なかなか自治会の行事に参加
することができなかったので
すが、今回協議員になった事
でいろいろ経験をさせていた
だいております。
初めての事でわからない事
やたいへんな事も多々ありま
すが、自治会長をはじめ役員
の方々に助けていただきなが
ら任期満了まで頑張ってやっ
ていきたいと思いますのでよ
ろしくお願い致します。
（石塚）

うだるような夏の暑さが続
いていますが、皆様いかがお
過ごしでしょうか。
この暑い夏といえばやはり
祭りではないでしょうか。上
田わっしょいで中之条でも、
小さな子供から大人まで、二
百名以上の方が参加しました。
大変盛り上がり、いい思い出
になったかと思います。私は
普段の運動不足で次の日から
体全体が筋肉痛でしたが・・
最後に、時節柄くれぐれも
ご自愛ください。 （小松）

