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協議員による寸劇で楽しんで

場と平田ひろ子歌謡ショーと

に設置予定です。

路のカーブミラーは今年度中

第このマップは城下全域の災

います。各地区でまとまり次

れあい協議会、公民館、協議

できた事が何よりでした。ふ

かいお言葉をいただくことが

お帰りの際に楽しかったと温

申請致しております。

箱が老朽化しているため交換

林千秋邸北側の消防付属器具

請済、また防災補助事業で小

澤清子邸南に電柱式二灯を申

平成三十年度要望として中

ていくための自治会の役割と

し、中之条の文化財を保存し

◎文化財の保存について

は配布となる予定です。

たマップとなり来年三月頃に

害場所、避難場所が記載され

いただこうと企画致しました。

員の皆様ご苦労様でした。

◎城下町まちづくり未来会議

取組について審議していただ

なりました。自治会員の皆様

今年も余すところわずかと

のお手元に届けられているも

の千曲藻が届くころには皆様

発刊の運びとなりました。こ

きました。このたびめでたく

信号機、土木事業等はすべて

いた防犯灯、カーブミラー、

今年度皆様から提出いただ

す。

一月一日付で回覧した通りで

に市役所で行われました。十

る市の回答説明は十月十二日

三十分須川湖が決壊との想定

中之条公民館へ避難。十六時

皆さんに連絡、一次避難所の

から選任された十名の委員の

の想定で行いました。協議会

市牛伏寺断層で大地震発生と

十月二十一日午後三時、松本

の防災訓練が行われました。

防犯防災協議会により今年

する中で、建物の耐震性に問

大広間の改修のあり方を審議

検討委員会において公民館

◎大広間の改修について

総会に提案してまいります。

ただきましたので、来年度の

等について具体的な提言をい

財の保存に向けた資金の準備

きました。答申の中で、文化

十三名の方々を委員に委嘱

◎要望事項

▼防災訓練について

平成二十八年度の城下地区

にはお忙しい日々をお過ごし

のと思います。まだお買い求

要望として市へ提出致しまし

四団体からの要望事項に対す

のこととご推察申し上げます。

めでない方は是非お買い求め

誠

過日の衆議院議員選挙日は

ください。資料提供者、編纂

澤

大雨で、その夜から早朝にか

西

け台風二十一号がこの東信地

題があることが確認されたこ

し、耐震化については建て替

で、一次避難所から二次避難

えも視野に入れた検討が必要

た。平成二十八年度要望のカ

到着次第、第二避難所の設営

委員の皆様ご苦労様でした。

に関わる訓練を行いました。

方を襲いました。強風で宮川

の回答をいただいていますの

との答申をいただきました。

とから、当面は畳替えを実施
で順次進むものと思います。

避難訓練は大変ですが必要と

所の南小への避難誘導を行い、

九月十六日、十時より敬老

二十八年度要望の防犯灯、電

感じました。

ーブミラーの設置は進めると

祝賀会を行いました。七十五

柱式三ヶ所、ポール式一ヶ所、

▼防災マップについて

心から感謝申し上げます。

歳以上の皆様にご招待状をお

ポール交換一ヶ所の計五ヶ所

神社境内の欅の大木をなぎ倒

せ大暴れして過ぎ去っていき

送りし、五十四名の出席を頂

さんの歌声での入場は素敵で

透き通った南小合唱部の皆

に電柱式二灯は、早急要請が

とトットの家東側通路二ヶ所

川神社入口へのポール式移設

度新たに要望がありました宮

去に発生した水害場所、土砂

会の山岸会長様のご協力で過

から選任された委員ともくず

が進められています。協議会

城下地区の防災マップ作り

お元気で良き新年を迎えられ

末筆となりますが、皆様が

に移動するようお願いします。

みやかにコミュニティー会館

する恐れがありますので、す

発生した場合、公民館は倒壊

した。フラ・アロハ、も〜い

き飛ばし、隣家の瓦を破損さ
ました。早朝、倒木による道

き開催となりました。

なお、阪神淡路級の地震が

路の寸断等の被害も多くあり

けが人が出なかったことが幸

い会、カラオケの各部の皆さ

ップ事業の活用で進められて

五年の歳月とわがまち魅力ア

た。また。ものまねお笑い劇

ん余興ありがとうございまし

ました。みのり保育圏北側道

あり、市と交渉、設置となり

マップに盛り込む作業をして

災害場所等の記憶をたどり、

報告と致します。

ますようお祈り申し上げ、ご

中之条誌の発刊については、

飛んだとの話がありましたが、
いでありました。

は設置完了であります。今年

ました。瓦やトタンが遠くに

◎敬老祝賀会

中之条自治会

し、念仏堂屋根のトタンを吹

平成二十九年度自治会長

第１６３号

第８
竹内 攻一
副ブロック長
第１
翠川 博之
第２
小坂井一彦
第３
田中 忠男
第４
阿部 二郎
第５
藤松 則子
第６
櫻山沙矢香
第７
池田 賢一
第８
高木 禎久
特別協議員
公民館長
小林 鉄夫
（第１ブロック）
市議会議員 小坂井 二郎
（第２ブロック）
平成三十年度の農業協議会
役員は、次のとおりです。
（敬称略）
農業協議会長 藤松 太一
（宮 方）
副会長
中村 勝則
（下 組）
会 計
斉藤 嘉市
（上 組）
新役員の皆様方、大変ご苦
労様です。一年間よろしくお
願い致します。
また、自治会員の皆様方の
ご支援、ご協力をよろしくお
願い申し上げます。

二郎

政策によって影響を受けるの
害がなかったのが、不幸中の
も自分自身です。選挙権が
幸いでした。とは言え、被害
歳以上に引き下げられた事で、
に遭われた区民の皆様へのお
投票率が上がったのはもちろ
見舞いと、すぐに対処をいた
ん、親の年齢に当たる 代の
だいた山岸弘明氏子総代と役
投票率も上がったとの、上田
員の皆様に心よりお礼を申し
市選挙管理事務所の答弁です。
上げます。また、公園緑地課
子どもが選挙に行くのに親に
と公園管理事務所に立ち合い
方法を聞くと、親としては、
をお願いし、市の指定木の状
「ムダな事は、やめなさい。」
況を説明し、出来る限りの支
とは言えず、一緒に行く事に
援を要請しました。 月 日
なったのではと、想像しまし
に投開票された衆議院議員総
た。投票所に入るのはちょっ
選挙は「加計、森友」問題が
ぴり勇気がいるのもです。今
争点とならずに、自民党が圧
回の衆議院議員総選挙の期日
勝しました。上田市が含まれ
前投票は大幅に伸びたそうで
る長野３区は、寺島氏が４区
す。特に、アリオ会場では、
に転出したために井出氏に集
台風の接近もあり、土曜日
まると予想されたものの、木
は、外まで並ぶほどの大混雑
内氏が２万票余り伸ばした事
で、２人の職員が対応したも
は、希望の党への合流が受け
のの、大騒ぎになったとの事
入れられない事への批判票と
言えるのではないでしょうか。 で、あまりの混雑であきらめ
て帰った方も多数いた様です。
笑えない話を一つ。 年程前
来年、３月 日は、上田市長、
の総務省の「投票を呼びかけ
市議会議員選挙です。母袋市
るＣＭ」で、「希望の党」と
長は、新市４期目を目指して
いう新興政党が政権をとり、
いますが、最大の課題は、資
「投票を３回キケンすると、
源循環型施設、いわゆるゴミ
選挙権をはく奪する。」とい
焼却施設の建設問題です。当
うもので、今年、小池知事が
初は、東御市境に決まってい
「希望の党」を作ったため
たものの、旧丸子町の要望で
に、「誤解を避ける」との理
神の倉工業団地に決まりまし
由から、今は視聴不能になっ
たが、北御牧村の別荘地の住
ています。「自分一人が投票
民の反対にあって迷走が始ま
しなくても、世の中は変わら
っており、今後が注目される
ない。」という方が多いのも
ところです。
充分理解はできますが、国の
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上田市政だより
上田市議会議員 小坂井

今年は、５月のひょう害に
よって、山口地区から豊殿地
区にかけて、ようやくピンポ
ン玉くらいに育ったリンゴに
傷がついたり、出荷前のレタ
スに穴があくなど、大きな被
害となりました。このリンゴ
傷がついたとはいえ、大きく
しないと樹のホルモンバラン
スがくずれて、来年の収穫に
悪いのだそうです。大きくな
ったものは、上田市が「ふる
さと納税の返礼品」として使
ったところ、テレビやマスコ
ミで紹介され、大きな反響を
呼びました。 月議会の一般
質問で取り上げました。また、
月 日の台風 号と 日の
台風 号は。２週連続して日
本を襲い、大きな被害を及ぼ
しました。ちょうど、稲刈り
〜脱穀のシーズンと重なった
ために、予定を大きく変更せ
ざるを得ない方も多かったの
ではと思います。ひょう害リ
ンゴは、ＪＡなどを通じて販
売され、だいぶ少なくなって
きました。また、宮川神社の
老木も倒れました。直径２ｍ
はあろうかと思われる大木で
したが、中が空洞になってい
て、倒れても仕方のない台風
の大風でしたので、人的な被
10

自治会・ 農 業 協 議 会
平成三十年度新役員紹介
中之条自治会長並びに農業
協議会長の選挙が、平成二十
九年十二月三日（日）に行わ
れ、開票の結果、平成三十年
度の自治会長には第８ブロッ
クの中澤憲二様、農業協議会
長には、第５ブロックの藤松
太一様が選出されました。
平成三十年度の自治会新役
員の皆様をご紹介いたします。
︵敬称略）
自治会長
中澤 憲二
（第８ブロック）
副自治会長 土屋 恵嗣
（第４ブロック）
会計
工藤
真
（第８ブロック）
総務部長
中澤 政嗣
（第５ブロック）
各ブロックから選出されま
した自治会役員は次のとおり
です。
︵敬称略）
ブロック長
第１
石川 博一
第２
田中 清志
第３
田中
剛
第４
竹内 和男
第５
沓掛 勇二
第６
後藤 仁美
第７
黒澤
学
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公民館長

五十里 明義

験を追加いたしました。また、
上田わっしょいの練習に参加
した子供たちに夏祭りチケッ
トを配布しました。会場には、
焼き鳥、フランクフルト、ポ
ップコーン、かき氷、ビー
ル 、 お
茶、ジュ
ース、ぶ
っかけう
どん、コ
ミュニテ
ィーでは
子供の射
的、大広
間ではカ
ラオケを
いたしま
した。大
勢の皆さ
んに
参加
して
いた
だき、
夏の
夜を
楽し
く過
ごし
まし
た。

◆敬老祝賀会
九月十六日
中之条自治会主催で区民の
七十五歳以上の皆さんをを対
象に敬老祝賀会を開催いたし
ました。また、当日準備を役
員の皆さんにしていただきま
した。演目には、南小学校の
合唱、各クラブの謡曲、フラ
ダンス、カラオケ、東郷堂の
ものまね劇場、平田歌謡ショ
ー、協議員による水戸黄門を
披露いたしました、出席者の
皆さんに大変喜んでいただき
ました。ＵＣＶカメラが入り
まして、後日テレビ放送がさ
れました。
◆第二回人権同和教育講座
十月十二日
城南公民館大ホールで、
「だまされない家族みんなで
支え合い」をテーマに上田千
曲高校演劇班の皆さんに特殊
詐欺への対応を分かりやすく
楽しく演じていただいて、大

勢の参加者の皆さんにとても
参考になったと思います。ま
た、上田警察署長さんのお話
もユーモアをまじえながら分
かりやすく、とても良かった
人権講座でした。
参加人数一〇八名。

◆各部報告・発表会
十一月五日
公民館活動の最後の各団体
活動報告と発表会を行いまし
て、今年度の活動すべて終了
いたしました。

◆城南公民館運動会
十月十五日
役員の皆さんには運動会の
準備をしていただきましたが、
前日の大雨で南小学校校庭が
使用出来ない状態であったた
め中止になりました。
◆しいのみ園合同祭
十月二十九日
自治会、区民の皆様の協力
朝から雨の降る中で、しい
をいただき、今年一年を終る
のみ園祭が行われました。中
事が出来まして感謝申し上げ
之条は恒例の焼き鳥の販売を
ます。
行いました。役員の皆様ご苦
本当に有難うございました。
労様でした。

フラ・アロハ

中之条公民館活動報告
今年も日増しに寒さが来る
毎日になりました。また区民
の皆様にはご健勝にお過ごし
のことと思います。公民館活
動も区民の皆さんのご協力を
頂き、無事終了する事が出来
ました。本当にありがとうご
ざいました。
下半期の活動報告をいたし
ます。
◆中之条映画祭
八月十二日
新しい活動として城南公民
館大ホールにおいて、夏休み
の子供さんに楽しんでいただ
くために映画「アナと雪の女
王」、「ベイマックス」を上
映いたしました。中之条、千
曲町、下之条、他より参加人
数一二九名と大変大勢の皆さ
んに来ていただき、思い出に
残る夏休みが出来たと思いま
す。
◆中之条ふるさと夏祭り
八月十五日
ふるさと夏祭り準備にあた
り、公民館役員、関係者の皆
さんのご協力をいただき開催
することが出来ました。今回
新しくもくず会の皆さんに参
加していただき、野菜、鉢植
えの花、ヤギのちちしぼり体

も〜いい会
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和夫

ソフトボールクラブ
立岩
平成二十九年度のソフトボ
ールクラブ活動も無事に終了
致しました。
部員全員で三月より南小学
校グラウンドで毎週日曜日に
練習、練習試合などで体力作
りをして体を作りました。
今年は上田市民総合ソフト
ボール大会と城南地区ソフト
ボール大会に参加しました。
市民総合の試合結果は第二
試合で力及ばず、惜しくも負
けてしまいました。城南地区
大会は全員で優勝することが
できました。
今年の城下リーグのナイタ
ー戦は、四中が工事の為に七
月から始まり、十月まで熱戦
が繰り広げられました。今年
も優勝を目指して戦い、メン
バーが九人の時もあり、厳し
い状況の中で全員が力を出し
合い優勝し、三連覇すること
が出来ました。対戦成績は
勝２敗１分でした。
リーグ戦のナイターでは部
員の仕事や家庭の用事等人数
の厳しい時も有り毎試合大変
でしたが、部員の努力で乗り
切れたと思います。
チームワークを大切にし、
ソフトボールを楽しく、時に
は厳しく活動出来る事に、部
員の家族、自治会、公民館の
皆様に感謝しています。
最後に、ソフトボール部員
を募集しています。健康の為、
体力作りなどソフトボールを
体験したい人は部員に声を掛
けてください。宜しくお願い
します。
７

民謡クラブ
足立

敏男

民謡が盛んな時代は、農作
業などは、みな手を使い体を
使い土を耕し、モミなどを蒔
きその成長に従い収穫するま
で体を使っての生活ぶりでし
た。仕事を終ってさあ一杯、
牛をけしかけながら唄をうた
う、それが長い間の習慣でし
たが、今は生活ぶりがまった
く違います。機械化され、し
かもロボットの時代です。民
謡などは、おいてけぼりのあ
りさまです。今はガチャガチ
ャさわぐようなリズムが好ま
れています。もうしょうがな
い、そういう時代です。でも
不思議だねえ、キラリと光っ
てのこっているものがある、
それが民謡です。すたれるこ
とはありません。そう思って
今まで頑張って来たものの、
もはや私共のクラブは、弓折
れ矢尽きもはや再生の望み無
く今年十二月をもって終了す
る事にいたしました。思えば
四十数年の長きに渡り唄い喜
び楽しんできた物をなくす事
はなんとも悲しいことなれど、
これも又時代のなせるワザ、
静かに幕を閉じます。中之条
の皆様には長きにわたり民謡
をお聴き頂き誠にありがとう
ございました。心より感謝申
し上げ御礼申し上げます。

忠男

謡曲クラブ活動報告
田中
当謡曲クラブは「中之条宝
生会」と称し、小牧在住の西
入澄人先生を講師に、原則と
して毎月第三木曜日の午後七
時より八時三十分まで男性会
員三名で練習しております。
また組織数十、会員数五十
一名の「上田宝生会」にも加
入しております。
区内活動として、各部合同
懇親会では「鞍馬天狗」、各
部活動報告会では「紅葉狩」
を謡いました。
区外活動では、三月に城下
地区防災センターで行われた
「春季謡曲・仕舞大会」では
「鞍馬天狗」、九月に坂城町
文化センターで行われた「秋
季謡曲・仕舞大会」では「紅
葉狩」を謡ってきました。
また、八月にサントミュー
ゼで行われた「上田城跡能」
では準備・後片付け等のお手
伝いをしました。
当クラブは、戦前より愛好
者により営々と引継がれてお
りますが、会員の高齢化及び
新規加入者が無い事等により
風前の灯となっておりますの
で、日本古来の伝統芸能であ
る謡曲に興味のある人の加入
をお待ちしております。

笑顔のフラダンスの会

フラ・アロハ

中澤

道子

活動会に入れていただき四
年になります。会員は九名と
なり、仲良く支えあってきま
したが淋しい思いです。月二
回の練習で、第二月曜日は先
生に丁寧に優しく教えて頂き、
第四月曜日は自主練習となり
ます。
春の親睦会では特別出演の
宮洞先生に「川の流れのよう
に」を披露して頂きました。
五月には一期一会様を訪問し、
優しい笑顔の皆様と楽しみま
した。七月に東御市のレスト
ランでおいしい昼食を頂き、
敬老祝賀会にも参加し、坂本
九の「見上げてごらん夜の星
を」を見て頂きました。十月
には休暇村嬬恋鹿沢で、先生
を囲んで賑やかに和やかな忘
年会が出来ました。
秋の公民館活動にも出席し、
南の島・白い波・海辺の月を
想い想像しながら「南国の
夜」を踊りました。
十二月三日には佐久市の
ホテル一萬里で、参加者が
二四七名のクリスマスパーテ
ィーに連れて行っていただき
ました。
役員皆様の充実した温かい
思いやりのお心に感謝して公
民館活動の報告とさせて頂き
ます。このようなフラダンス
の会です。ぜひ大勢の方にお
入り頂き一緒に楽しく踊りま
しょう。お待ち申し上げてお
ります。

花と緑の会

西澤

和也

現在会員数は男性八名、女
性七名の十五名で活動してい
ます。今年はイカリ草、ミニ
アヤメ、風鈴オダマキの育て
方、植替えなどについて講習
会を実施しました。
昨年十二月の忘年会にシク
ラメンを配布して、今年水や
りを続けて雨の当たらない涼
しい場所で夏越しをさせ、九
月に植替えの講習会を実施し
ました。球根を傷めないよう
に周囲の土と茶色くなった古
い根を落して、水はけをよく
する為に赤玉の大粒を底に入
れ、元肥入りの草花培養土を
根の間にしっかりと入れるよ
うにします。過湿や病気の感
染を防ぐため、球根の肩を土
の上に出すのがポイントです。
七月下旬に蓼科御泉水へ中
型バス一台を貸切り、研修旅
行に出掛けました。あいにく
の雨降りでしたが、白駒の池
で散策する頃は雨も上がり、
一面に広がる青きコケに感動
しました。とても神秘的なコ
ケの美しさに癒されました。
来年も又、会の皆さんと研修
旅行に出掛けることを楽しみ
にしています。

カラオケクラブ
神谷

重子

カラオケクラブは、小林亮
一先生にご指導を頂いており
ましたが、途中で御病気でお
やめになったので、クラブ員
だけで第一と第三の月曜日、
午後一時三十分より三時まで
自主勉強をしております。
最近のヒット曲、そして以
前に習ったヒット演歌を主に
唄い、指摘し合ったり、ほめ
合ったり、ホットで、楽しく
学んでおります。
大きな口を開けて、大きな
声で唄う、お家では出来ませ
ん。ストレス発散と笑顔、頭
の体操、ボケ防止です。
会の行事としては、公民館
活動への参加、自治会活動へ
の参加と、「上田歌謡グルー
プ」に参加し、まねきねこで
の総会カラオケ大会、長和町
やすらぎの湯でのカラオケ大
会、鹿沢温泉への日帰りカラ
オケ大会、まねきねこでの忘
年会の参加です。
当クラブ独自でも、四季
折々まねきねこで、唄を磨い
ております。
現在は、男性二名、女性二
名の四名で活動しております。
「カラオケクラブ」は気軽に
参加できるクラブだと思いま
す。大勢の方の入部を御待ち
しております。

童謡唱歌を愛する会

一江

も〜いい会

西沢
も〜いい会は、会員二十八
名で、童謡唱歌を楽しんで、
歌っています。
古見先生の御指導により、
毎月第二木曜日、午後一時
三十分より、一時間毎回四曲
ぐらい練習しています。
歌を始める前に、発声練習
や首などの軽い体操をして、
ユーモアをまじえながら、先
生に教えて頂いています。
大きな声で歌うと、とても
ストレス解消になります。
公民館行事にも、すべて参
加しています。
今年は、中之条にある介護
施設「一期一会」に慰問に行
き、歌とフラダンスを、利用
者さん達といっしょに楽しん
できました。
又、会のお楽しみ会として、
初めておやき作りをしました。
ベテラン主婦の集まりですの
で、とても美味しく出来て、
お茶といっしょに頂きました。
日帰り温泉も年二回、温泉
に入り、美味しい物を食べ、
歌ったり、おしゃべりをして
楽しい時間が過ぎます。
歌の好きな方、こんな楽し
いクラブです。
私達と歌いませんか？
入部お待ちしております。

晃

人間臭い囲碁が楽しい
桑原
今年の囲碁界の話題の一つ
は、世界のトップクラスの棋
士が人工知能に負けたことで
す。強い相手にぶつかって一
泡吹かせようという気持ちは
だれにもありますが、それが
人工知能となるとちょっと考
えます。囲碁のだいご味は人
間相手に対局することです。
対局中は人によっていろい
ろな癖が出ます。特に失敗し
た時にはっきり出ます。悲鳴
を上げる人、何でもないよう
に澄ましている人、中には状
況に関係なく、いつでもぼや
いている人など様々です。相
手の動揺を誘うために、強気
の発言をすることもあります。
こんな人間模様は、週一回
の定例会、年に二、三回の大
会などで見られます。唯一の
対外試合は優勝したこともあ
る上小職域対抗戦です。
日頃楽しい仲間も、対局中
は口数が減る人が多い様です。
一寸愛想が無いようですが、
気の置けない仲間です。
囲碁は、若い人には頭の回
転を良くし、年配者には脳の
老化防止になります。囲碁ク
ラブで大昔から伝わる楽しみ
を味わいましょう。

敬老祝賀会

九月十六日に開催された
敬老祝賀会のひとこまです。
今年も大勢の皆様にご出席
いただき、盛沢山の出しも
のに、感動あり、大爆笑あ
り、楽しいひとときを過ご
していただきました。

➡熱演に大喝采

自治会役員他による水戸黄門漫遊記

全員でふるさとを合唱

祝賀会開宴

南小学校合唱部の皆さん
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喜博

地域の皆様との
交 流
南小学校長 小山

南小学校ではドリルの時間
の丸付けや読み聞かせ、学習
支援、クラブなど多くの地域
の皆様に学校に来ていただき、
子どもたちの学習を支えてい
ただいています。今年度は新
たに五、六年生家庭科のミシ
ンの学習でボランティアをお
願いし、大勢の皆様にご指導
いただいています。担任一人
では時間がかかってしまう指
導も、ボランティアの方の指
導により学習がスムーズに進
み、その時かけていただいて
いる温かい声がけで子どもた
ちも満足感をもって学習して
います。環境ボランティアの
皆様には落ち葉の片付けを掃
除の時間を超えてしていただ
いています。
地域の皆様に学校にきてい
ただいているばかりでなく、
子どもたちも各地区の敬老会
や行事などの地域の活動にお
誘いいただき、合唱部や金管
部が発表の機会をいただいて
います。子どもたちの演奏に
温かい拍手や応援の言葉をい
ただき、子どもたちも笑顔い
っぱいで、素晴らしい交流の
場となっています。
地域の皆様の温かなご支援
今後とも宜しくお願いいたし
ます。

これからも
地域と共に
西沢

初子

︱ 民生委員制度一〇〇周年 ︱

民生委員制度は、貧困者を
救うため大正六年に、岡山県
知事によって誕生した済世顧
問制度に始まり、翌年大阪府
知事により創設された方面委
員制度で全国に広がり、昭和
では民生児童委員として普及
しました。ここで忘れてなら
ないのは、郷土の先人上田藩
医の次男として生まれた小河
滋次郎法学博士が、大阪府知
事と共に、方面委員制度創設
に大変尽力されたということ
です。山極勝三郎博士の「う
さぎ追いし」の映画の中で、
竹馬の友として小河博士の登
場シーンは見逃せません。
時代は変われども小河博士
の「弱き者の友たれ」の信条
は、今なお脈々と福祉に携わ
る人々に受け継がれています。
誰もが笑顔で安全に、安心し
て暮らせる地域づくりの大切
さが求められ、一〇〇年を期
に、「支えあう住みよい社会
地域から」と、新しいスロー
ガンも掲げられました。
大変微力ですが、地域のお
手伝いが少しでもできればと
思います。新任の民生児童委
員三名を宜しくお願いします。

明美

健康推進委員会
活動報告
佐藤
健康推進委員として、二年
間が終わろうとしています。
最初は、何の仕事をするんだ
ろう？と疑問だらけでした。
市からの依頼の講演会に交代
で出席したり、中之条のふれ
あい協議会の役員として、上
田わっしょいに参加したり、
夏祭りのお手伝いをしたり、
前年度の役員さんのお話を聞
きながら、見よう見まねでお
手伝いをしてきました。まず
は、健康推進委員が、講演会
に出席し、ブロック会でのヨ
ガ等の体操をしたり、自らが
健康になって維持し続ける事
が大切なのだ、という市の保
健師さんからのお話でした。
高齢社会になり、健康寿命を
伸ばす事が大切となります。
月一回、第四月曜日の「ふ
れあい広場」では、今年丸子
中央病院から講師の方に来て
いただき、とても健康上良い
お話を聞く事ができ、嬉しく
思いました。そこで中之条の
住民の方々と会話もでき、お
茶飲みもできました。
敬老会も盛大に開催、健康
推進委員主催による、ボラン
ティアの方々による「ギター
で一緒に歌いましょう」も
とても楽しく開催できました。
役員の方々お疲れ様でした。
地域の皆様にもご協力して頂
き、ありがとうございました。

三彦

少年補導委員の活動

桜井

少年補導委員の活動は、少
年の補導が目的ではなく、
「声がけ」により非行を未然
に防止する活動や、環境の浄
化、登下校の安全確保、危険
箇所のチェック、他団体との
連携など様々な活動があり、
これらにより安全安心な地域
づくりを行なっております。
最近の少子化や情報化といっ
た社会の変化によって、仲間
とともに外で遊ぶ子どもの姿
が少なくなっています。先日
定期街頭補導活動を行なった
中で感じたことは、子ども達
はあいさつを以前より多くす
るようになったことです。頭
を下げる生徒、「こんにち
は」と大きな声で言ってくれ
る男子生徒は多くなりました。
挨拶は言葉自体に意味はない
かもしれませんが、自分の心
をひらくという意味がありま
す。挨拶をすると気持ちよく
なるのがわかります。安心で
きるからです。また、笑顔で
できたなら相手は「認められ
た」と幸せな気持ちを感じて
もらえるかもしれません。自
分から挨拶ができる人になっ
て、仲間をたくさん増やしま
しょう。

高橋

育成会活動報告

育成会会長

隆太

育成会の主な仕事は土日の
野球活動です。
今年は野球経験のない新人
監督、選手の中心となる６年
生が２人しかいないという不
安をかかえる始まりでした。
練習・試合の中で、時にぶつ
かり合い、時に喜び合い、時
に笑い合い、こちらの不安を
よそに成長していく子供たち
の姿を見ていると、頼もしく
も感じました。
大会成績は３位が３回でし
た。同じ３位でも初めて入賞
した時と最後に入賞した時で
は内容が大違い。なかなか勝
てない時期を乗り越えて、最
後の大会で勝ち取った３位は、
力がついたことが良くわかる
試合でした。
成長した姿を見せてくれた
子供たち、ありがとう！
シーズン最後の練習の後に
は、お世話になった道具に感
謝を込めてキレイにしました。
最後にコーチ、保護者、他
の役員の方や連絡員の皆さん
のご協力を得て、無事に活動
を終える事が出来たことに感
謝します。ありがとうござい
ました。

滝沢

昌樹

城南公民館より
館長

日ごろ、城南公民館の活動
に際しましては御理解と御協
力を賜りまして心より感謝申
し上げます。
今年は、例年にない秋の長
雨と遅い時期の台風の上陸に
より、城南地区運動会と、高
齢者のマレットゴルフ大会が
中止になってしまいました。
運動会では、中之条の皆様は、
今年こそ王者奪還と意気込ん
でいらっしゃったのではない
でしょうか。天気には勝てま
せんが、来年は青空の下、開
催できることを願うばかりで
す。
中之条公民館の活動も、天
候不順に悩まされたのではな
いかと存じますが、各部発表
会、夏祭り、人権同和教育自
治会懇談会等々、活気に満ち
た活動であったかと思います。
特に、上田千曲高校の演劇
班の寸劇は、地域に密着した
高校として、また、地域の高
校を大切にする中之条の皆様
の熱い思いがコラボした自治
会懇談会ではなかったかと思
います。
常に新しい事に積極的に取
り組む中之条の皆様に敬意を
表し、今後も皆様と共に、手
を携えて取組んでまいりたい
と思います。

征夫

中之条史跡巡り
もくず会会長 山岸

自治会・中之条誌編集委員
の皆さんの全面的な協力の下、
中之条史跡・文化財巡りを実
行できました。十月一日、参
加者四十名で中沢賢さんの案
内で出発しました。
◦宮川神社 「本殿の建築様
式」「宝物鬼面」「神縄」「賛
掛軸」又、境内の各神社につ
いて説明を受けました。

◦上田飛行場 跡地
現在の千曲高校、千曲町地
籍に昭和六年に市営飛行場が
建設された経緯、戦時中の役
割等について田中正雄さんか
ら説明を頂きました。

◦水車跡地◦古舟橋跡地◦亮
功学校跡地を巡り、東山道の
町通りの商店の位置等、西澤
健司さんの説明で当時を思い
ながら通りました。
◦念仏堂（阿弥陀堂）
一六六〇年建造からの歴史
と阿弥陀如来像の説明を中澤
照夫さんより受けました。

◦公民館 昭和七年建設、内
部備品の練斉水墨画、漢詩掛
軸、舞台引幕の説明を聞き、
最後に自治会長西澤誠さんの
総評で終了しました。
詳細内容は近日発刊の中之
条誌に掲載されます。郷土の
歴史と文化財を守り、後世に
残したいと思います。

上田飛行場跡地の碑

念仏堂御本尊

中之条御所
商工会振興会より
飯島
誠
日頃は中之条自治会の皆様
には、当商工振興会にご協力
頂きまして有難うございます。
当商工振興会は今年度七十八
会員で行っております。廃業、
後継者不足などにより全盛期
の半分以下に減少しておりま
す。これに伴い、活動も縮小
化し、何年か前までは一般の
皆様向けに商工祭を行ってお
りましたが、様々な理由のた
め前年度より会員同士の交流
会にかわっております。
しかし、街路灯事業におき
ましては、看板を掲げている
会員様がスポンサーとなり、
防犯灯として地域の安全、明
るい街づくりを目指しており
ます。自治会内でも約八十基
の街路灯を設置しており、皆
様に貢献できていると思って
います。会員の減少によりス
ポンサーも減っているのも事
実で、看板の無い物は商工振
興会で負担しています。
再来年で創立五十周年を迎
えます。商工振興会も今後ど
う変わっていくかわかりませ
んが、今後も中之条自治会の
皆様のかわらぬご支援、ご協
力をお願い致します。

誠

瑞宝中綬章
中沢賢さん叙勲の
ご報告

自治会長 西澤

文化の日、秋の叙勲におい
て、当自治会にお住まいの信
州大学名誉教授中沢賢さんが
瑞宝中綬章（教育研究功労）
の受章者として発表されまし
た。専門の機械工学の分野で
数々の業績をあげられ、信大
において多くの人材を育成さ
れた功績が認められたもので
す。「人との出会いと運に恵
まれ、好きなことができてラ
ッキーでした」との謙虚なお
言葉がありましたが、大変な
ご苦労も多くあったこととご
推察申し上げます。
中沢賢様には、中之条誌編
集委員長としてご尽力いただ
くなど、当自治会にも多大な
御貢献をいただいております。
今回の受章は大変名誉なこと
で、中沢様を知る多くの自治
会員が嬉しい気持ちで受章の
報に接したことと思います。
自治会を代表して心からお祝
いを申し上げます。

賢さん

中沢

宮川神社本殿
社宝の鬼面
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日頃から自治会員の皆様には自治会活動に多大なるご協力をいただき、深く感謝申し上げます。
平成29年11月30日現在の自治会費の納入状況をご報告申し上げます。
中之条自治会費
中之条自治会 会計

編集委員長

原稿の追加、修正、校正な
どのため、予定より遅れまし
たが「中之条誌」、十一月末、
発刊することができました。
発刊に至るまでの、五年余
の間、多くの皆様にいろいろ
な形で御協力をいただき、あ
りがとうございました。
編集委員の仲間には、慣れ
ない仕事にもかかわらず熱心
に取り組んでくれことに対し、
委員長として深甚の謝意を表
します。
この冊子には、それぞれ波
乱の時代に生きた中之条の先
人達の苦闘や喜びの様を盛り
込んだつもりです。また、最
近の中之条の各種組織やグル
ープの盛んな活動の状況も沢
山載せました。
調査を進める中で、中之条
は１「伝承文化財」が豊富に
あり、２文化・教育・体育・
医療などの「施設インフラ」
に恵まれ、３「将来を担う子
供達」の数が近隣自治会一多
い、など優れた宝を持つ地区
であることを実感しました。
「中之条誌」がお互いの絆
を深める糸口として、更に中
之条の将来を構想する際の資
料としてご利用いただければ、
委員一同この上ない喜びです。
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自治会費納入状況等のお知らせと御礼
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（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。

おくやみ

今年一年間、次の方々が、
お亡くなりになりました。
第一ブロック
十一月 竹田 桂子さん
十一月 田中 昌史さん
第二ブロック
五月
三井 なつさん
六月
平田けさ巳さん
第三ブロック
二月
松尾 律子さん
三月
塚越 光幸さん
十一月 田中志ず子さん
第四ブロック
三月
長岡 延子さん
八月
西澤 淑子さん
十一月 鈴木 悦子さん
第五ブロック
十月
田中
元さん
第六ブロック
五月
中沢 常盤さん
第七ブロック
二月
中沢 卓二さん
十一月 長島 好雄さん
第八ブロック
三月
眞野 禮子さん
九月
板垣シヅ子さん
十月
長澤 邦雄さん

慎んでご冥福をお祈りいた
します。
（合掌）
平成二十九年十二月一日現在

新年総会について

中之条新年総会は、一月十
四日（日）午後一時から公民
館大広間にて行います。お忙
しいこととは思いますが、ご
出席いただきますようよろし
くお願いします。

今年は、少雨の上田には珍
しく豪雨災害が発生したり、
台風通過で強風が吹き荒れて
方々で屋根のトタン・瓦が吹
き飛ばされたり、これまであ
まり経験したことがないよう
な異常気象に見舞われました。
更に温暖化が進めば、身近な
所でとんでもない災害が起こ
るかもしれません。
そんな時に一番頼りになる
のは、地域の人と人とのつな
がりだと思います。普段から
隣近所とのおつきあいは大切
にしたいものです。今回自治
会の仕事をやらせていただい
て、協議員の皆さんをはじめ、
顔も知らなかった方々と出会
い、あらたなつながりができ
たことが何よりの収穫でした。
この一年、千曲藻をご愛読
いただきありがとうございま
した。皆様にとって来年が平
穏で良い年となりますよう、
委員一同お祈り申し上げます。
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