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自治会費納入状況等のお知らせ

中之条自治会

会計

工藤

真

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30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。

自治会費
納入状況 7 月 1 日現在

長野県民交通災害共済 中之条文化財保存基金
加入状況 7月1日現在 納入状況 7月1日現在

世帯数

事業所数

第１ブロック

111

0

865,800

114

45,600

第２ブロック

148

8

1,164,700

106

42,400

第３ブロック

176

10

1,353,400

96

38,400

第４ブロック

76

6

652,650

35

14,000

第５ブロック

146

3

1,133,200

135

54,000

第６ブロック

165

0

1,218,019

65

26,000

第７ブロック

123

5

995,208

62

24,800

第８ブロック

162

1

1,303,200

89

35,600

1,107

33

8,686,177

702

280,800

計

金額（円）

人数

金額（円）

金額（円）

自治会員の皆様に任意
で、ご寄付を頂きまし
た基金の合計です。

263,000

自治会費については、自治会会計が集金を担当するアパートも含めてあります。
アパートによっては、自治会費を日割り計算する場合もあり、端数が生じます。

◎消防協力費
◎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

◎自治会活動保険料
◎城下自治連負担金
◎緑の募金
◎日本赤十字社活動資金

131,796円
34,000円
35,000円
57,000円

新自治会員のご紹介

本年新たに加入された方を
ご紹介いたします。
一ブロック 斉藤 智 様
〃
関 昌彦 様
〃
田中昌史 様
四ブロック 寺島保子 様
〃
西川美津雄様
五ブロック 石井亮太 様
〃
北沢泰之 様
〃
萩原吉洋 様
〃
斉藤 裕 様
〃
諸山元彦 様
〃
常田秀太 様
〃
堀 聡久 様
〃
高野義明 様
七ブロック 吉川 稔 様
〃
甲田 翔 様
〃
内山竜一 様

中之条ホームページの紹介

インターネットで「上田市
中之条」を入力し、検索して
みてください。メインメニュ
ーで最新情報等十二項目が閲
覧できます。

そろそろ古い記事は削除して
いこうと思っています。
HP 編集責任者 中ちゃん

860,000円
696,800円
447,000円
430,000円）

最近震度四以上の地震が全
国で相次いで起きています。
これから先三〇年の間に震度
六以上の地震が起きるであろ
う確立が一〇％も増えてしま
いました。何時、何処で地震
に遭遇するか解りません。自
治会としてやるべき事は沢山
ありますが出来る事も限られ、
行政のする事は時間が掛かり
ます。したがって、自分達で
出来る限りの準備をする事が
大切になります。先ず家族間
の安否の確認方法、連絡が取
れない場合の集合場所、普段
の生活ではローリングストッ
ク（日常生活の中で食べなが
ら新しい物を蓄えていく）。
考えられる事は多々ありま
すが、何より一番重要な事は
人其々が協力し合う事。個々
の力では出来ない事も多勢な
ら出来る事は沢山あるはずで
す！家族で話し合ってはいか
がでしょうか。 ｂｙ かずちゃん

お詫びと訂正
先の一六四号「平成三〇年
度役員紹介」において、役員
氏名に誤りがありましたので、
左記の通り訂正と共にお詫び
申し上げます。（敬称略）
二ヶ村堰管理組合
組合長 滝沢寿生→中澤伸夫
監 事 中澤和彦→中谷荘司

中

澤 憲

二

会 長 内川冨志夫朝日ヶ丘
副会長 北沢育夫
千曲町
副会長 中澤憲二
中之条
会 計 長坂邦彦
小牧
監 事 増澤郁夫
中村
監 事 小林保利
諏訪形
評議員 手塚正行
須川
評議員 山口博義
三好町
評議員 小坂井正明 御所
自治会長は、自治会運営の
他城下自治連合会⌒９自治会）
に所属します。
城下地域全体で取り組む諸
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。
〇城下まちづくり未来会議
去る六月二十三日十三時よ
り、土屋市長・平野県議・荻
野上田建設事務所長・丸山社
会福祉協議会長など多くの来
賓を迎え、総会が行われまし
た。まちづくり未来会議自治
会連合会、社会福祉協議会、
防犯・防災協議会、まちづく
り協議会から昨年度事業報告、
今年度事業計画・会計報告・
予算報告が有り、それぞれ承
認されました。選任された役
員は次の通りです。
会 長 北澤隆士
小牧
副会長 沓掛勝也
御所
副会長 中澤徳男
千曲町
副会長 内川冨志夫朝日ヶ丘
事務局長田玉利貞
御所
会 計 今井洋幸
諏訪形
顧 問 小坂井二郎 中之条
顧 問 宮下省二
諏訪形

その他委員が十二名、監事
が二名選任されております。
〇城下あいさつ声掛け運動
平成三十年度三月と七月に
南小学校正門前と公民館前の
交差点にて声掛け運動を実施
しました。春は生憎の雨でし
たが、元気に挨拶をしてくれ
ました。
〇念仏堂解体
総会にて、解体が決議され
ましたが、再び春先の強風に
て屋根が飛ばされるのではな
いかと心配の毎日でした。
三月役員にて資材の分別を
行い、芳泉寺住職に来堂を願
い、お経をあげて頂くととも
に、阿弥陀如来他仏像七体の
搬出及び他の小間物も合わせ
芳泉寺に保管頂き木札等は農
事組合の倉庫（精穀所隣接）
を借用し一時保管の為、搬入
しました。又、不要と判断さ
れた机等は住職の確認の下、
廃棄処分としました。

〇中之条公民館大広間畳表替
え
二月、大広間六十六畳、貴
賓室二十畳の表替え工事完了。
大切に綺麗に使いましょう。

＊新調した畳の匂いは格別で
す

〇北天神町古吉町線道路拡幅
ルート一四三号線の三好町
・御所・中之条に跨る拡幅工
事は、第一期分、三好町交差
点から八十二銀行までが九十
％完了し、残りが後一年の見
通し、第二期分、八十二銀行
から赤坂交差点までの用地買
収が九十％完了。完成見込み
が後五年とのこと。
〇中之条文化財保存基金
三月三十一日現在、区民の
皆様から寄付を頂いた金額は、
二十六万三千円です。ありが
とうございました。
〇上田市長・上田市議選
三月二十五日に市長・市議
選挙があり、中之条が推薦し
た小坂井二郎様が当選されま
した。ご活躍を祈念致しまし
す。

after

も く ず

自治会長

中之条自治会

戦争も辞さずの状態でありま
したが、今は握手をしました。
朝鮮半島の南北も握手をし
今後は平和の為に更に努力し
てほしいものです。
上半期事業報告
〇土木工事について
◆１ブロック、谷口仁悟邸の
Ｕ字構水路割れ庭に水が浸
み修理。
◆２ブロック、小坂井邸水田
の排水桝補修。
◆３ブロック、塩崎正三邸の
北側排水路十五ｍのＵ字構
埋設工事。
◆５ブロック、ダイレックス
西側の側溝開口部フタ付補
修整備。
〇生活環境関係について
◆千曲高校旧正門前に防犯灯
設置、平成三十年度内に別
途３灯設置予定。
〇城下自治連合会
一月二十日城下自治連新旧
役員会が開催され、選任され
た役員は次の通りです。

before

第１６５号

平成三十年度前半を経過して
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
喜び申し上げます。日頃は自
治会活動にご協力を賜りまし
て有難うございます。
さて、今年も各地で大きな
災害と事件が起きています。
地震・雷・火事・台風は自
然災害とは言え、特に地震は
全国各地で起きており、ブロ
ック塀が倒壊し、その下敷き
になって亡くなってしまった
通学途中の女の子。今まで以
上に大人の目配り・気配りが
必要ではないでしょうか！
災害が発生し、避難指示命
令が出たならば速やかに避難
指定場所へ避難して頂く様お
願い致します。
中之条区内にある第二次広
域避難場所は南小学校です。
まず自分を守りましょう！そ
の後、家族と周囲の方です。
今年の初め頃は、アメリカ
と北朝鮮は互いに挑発しあい

解体前
解体後
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阿弥陀如来像

上田わっしょい
経過報告
◆経過の概要
・六月十二日
参加申込
・六月十日～
寄付募集
・六月十六日
責任者会議
・六月二十日
第一回実行委員会開催
・六月二十二日
出発場所抽選会参加
＊例年通り「ささや様」近傍
・七月十五日
第二回実行委員会開催
・七月十八日
○全員揃って踊りの練習
踊り連代表者会議参加
・七月二十日
踊り練習
・七月二十七日 踊り練習
（法被・帯等配布）
・七月二十八日
（神輿組み立て）
（慰労会開催）
◆主な活動風景
○踊り指導
ご指導有難う御座いました。
来年も宜しくお願い致します。
♪♪わっしょい！わっしょい♪♪
みんなの呼吸が揃って

○表彰
上手に踊れた子供たちに
自治会長から表彰状授与。

2回目の踊り
練習中に元気よく、上手に踊れ
た子供をピックアップ、プレゼ
ントもあったよ！

わっしょいのCD音楽を流し、踊りの
模範指導を皆が注目、覚えたかな？

子供も大人も全員揃って、大広間をグルグル、今一揃いが足りず！
でも元気一杯

実行委員長 阿部 二郎
七月二十八日土曜日に開催
予定であった第四十七回上田
わっしょいに中之条自治会連
として、「正調の踊り」で申
込を行い当日迄諸準備を重ね
てきましたが、台風十二号の
前代未聞と思われる動きによ
り、ブーメランのように九州
地方への「Ｕターン」の始末
となり、上田市の実行委員会
にて協議され、午前十時の段
階で「中止」に至りました。
長野県内の各地区において
もイベントの中止や延期のニ
ュースが報じられており、ま
ったく迷惑な台風の発生でし
た。
六月からわっしょい参加に
向けスタートを掛け諸事協議
・準備等にご苦労頂きました、
実行委員の皆様方には、なん
とも言えない「残念」な気持
ちで一杯であろうと推察され
ますが、人間の力でどうにか
なるものでも無いので「只々
ため息」が出たものと思いま
す。本当にご苦労様でした。
さて、前置きはこのくらい
にして、これまでの二か月に
渡り実行されてきました、経
過について、ご報告致します。
上田市から借用したCDの活用出来ず、
模造紙でのステップ指導となりました。
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○全員集合
踊りに参加した子供たち

園児から小学六年の子供た
ちが一斉に「オー」暑さにめ
げず元気一杯将来楽しみ♪
○わっしょい当日
実行委員の方々が公民館に
集合し、上田市の動向（開催
か中止か？）にやきもき、天
気の状態は、さほどでもない
様でしたが、十時に中止宣言。
実行委員の方々、ちょっと
「ため息」、気を取り直して、
最後の仕上げに取り掛かりま
した。
＊昨年、雨に晒された神輿を
来年の使用に向け整備
神輿製作の手ほどきを歴代
自治会長お二方にご指導を

お願いし、実行委員の方々と
共に紅白の帯の取り外しと新
しい帯を巻き直し、「中之
条」の幕を貼りました。
八月十五日の夏祭りに公民
館に見に来てください。

倉庫から神輿の骨組みを大広間
に搬入、紅白の飾りつけを取り
外し。

○紅白帯の製作

一反の紅白の布を縦に四つ切に
裂いて帯を作りました（白は三
つ切りです）

○子供たちへ

○慰労会

人権教育の推進について

本号四頁「公民館活動」の
「人権教育講座」に掲載され
ました「障害者の人権（手話
について）」、参加者に配布
頂きましたレジメの一端を紹
介します。
健常者の方は「見る・聞
く・話す」ことができること
を、特に気にもせず、当たり
前に感じ、日常生活を営んで
いると思います。
今回、「聴覚障害者とのコ
ミュニケーション」について、
ゼスチャーを交えながら手話
の仕方を教えて頂きました。

『手話は見る言葉』です。
２０１１年、手話は言語とし
て認められましたが世界共通
のものでなく「国際手話」と
いうものがあります。

手話も繰り返し体感しながら身につけないと、なかなか覚えられないのが実感です。「手話
絵本」が書店で購入できますので、皆さんチャレンジしてはどうでしょうか。

○紅白帯の巻き付け

○神輿完成

最後になりましたが、今年
も区民の皆様及び事業所の皆
様には多大なるご寄付を頂き、
心より御礼申し上げます。
今回の中止により、余った
寄付金は、来年度に繰り越し
て有効に使わせて頂きますの
で宜しくお願い致します。
（記：副実行委員長）

講師の方が「手や指をフルに動かし」
「顔の表情も豊かに」、
言葉が聞こえない方とのコミュニケーションの取り方につ
いて講演

みんな集まれ、おにぎりと飲み物を
配りますよ ワイワイガヤガヤ
皆さんご苦労様でした。親交
をさらに深めた慰労会でした。

架台に短冊に切った帯を白の下地に
紅を巻き付けました。
中之条の幕を架台に取付け中、
見栄えが良くなりました。
委員の皆さんご苦労様でした。
見栄えのする神輿となりましたが、
担ぎ出すのは来年に持ち越しです。
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暑中お見舞い申し上げます。
日頃、地域の皆様には公民館
活動に対し深いご理解御協力
を賜り厚く御礼申し上げます。
ここに前半の活動報告を申し
上げ、今後のさらなるご支援
ご協力をお願い致します。
◆道祖神祭り
一月二十七日
道祖神祭りが、中之条区内
八か所で行なわれ、自治会四
役、公民館五役、ＰＴＡ、育
成会等の役員にてお参りに回
りました。少子化で小学生が
少ない中、道祖神の如く親子
の将来の道しるべを、寒さ厳
しい中にも暖かさが感じさせ
られました。
◆ペタンクプレ大会
五月十三日
ペタンク競技はフランス生
まれで、小学生から高齢者の
方まで年齢の壁を越えて気楽
に楽しめるニュースポーツで
地域住民の親睦を深めるには
最適です。
当日、降水確率七十％予報
の中、城南児童公園で八チー
ム、四コートの総勢四十二名
参加の下、和気あいあいで競
技を楽しみました。
競技・休憩時間を短縮し雨

小

林 鉄

夫

◆城南地区分館対抗
ペタンク大会
五月二十七日
城南公民館参加の十五分館
（四分館不参加）が一同に募
り、分館同士の交流や地域住
民の親睦を深める事を目的と
し、昨年のプレ大会に続き、
第一回のペタンク大会が川辺
小学校校庭で開催されました。
我が分館も三チーム、十四名
が参加するも、地元大会（五
月十三日開催）上位チームの
皆様が都合により参加できな
かった事も相まって名誉ある
最下位、しかしながら他分館
との深い交流、親睦が図られ

に合わずに終了出来ました。
午後二時からの慰労会は雨
模様で公民館にて、応援して
くださったお子様も含めた大
勢の皆様で尚、一層の親睦を
深める事が出来ました。

公民館長

中之条公民 館
平成三十年度前半をふりかえって
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前年優勝杯返還

たことが何よりの収穫でした。
◆球技大会 六月十日
過去に梅雨時でソフトボー
ル競技の中止になるケースが
有った為、大会日を大幅に前
倒しするも、降水確率九十％
の予報でしたが、一五九名参
加の下、風が強く肌寒い中、
ファインプレー・ホームラン
が続出で低気温に暖か味が感
じられました。ビーチバレー
においては、小さなお子さん
を持つ子育て中の正に“ママ
さん”の活躍もあり、大会を
盛り上げて頂きました。又、
中之条ＢＣ塚田吉和さんの豚
汁も大好評で、午前中で用意
された二〇〇食が完食され、
大会に花を添えてくれました。
競技終了後、公民館で表彰
式と懇親会を行い更なる親睦
を図りました。大会運営に御
協力を頂きました皆様に感謝
申し上げます。
自治会長挨拶

試合結果
★ソフトボール
優 勝 第三ブロック
準優勝 第二ブロック

ビーチバレー

★ビーチバレー
優 勝 第五ブロック
準優勝 第三ブロック
ソフトボール

トーナメント表 懇親会風景

◆人権教育講座
六月十五日
公民館に於いて、障害者の
人権「手話について」を上田
市聴覚障害者協会コミュニケ
ーション対策部長の牧内様
（手話通訳・田口様）を講師
にお招きし、挨拶等の手話を
覚えながら口の動きや顔の表
情、ジェスチャーで人と人と
のコミュニケーションにつな
がる事の大切さを実感しまし
た。親子連れを含む一二三名
の参加を頂き手話の楽しみを
覚えました。

◆城南公民館ジュニア
ビーチバレー大会
六月二十四日
川辺小学校体育館で小学生
高学年部門に一チーム八名が
参加し奮闘するも上位入賞に
は届きませんでした。お疲れ
さまでした。

◆上田わっしょい
七月二十八日
今年も中之条自治連に参加
して連を盛り上げようと準備
して参りましたが中止となっ
てしまいました。

下半期活動予定
◆ふるさと夏祭り
八月一五日一六時より公民
館行事最大イベントが地域の
皆様をお待ちしております。
真夏のひと時を楽しんでくだ
さい。

■今後の予定
◎敬老祝賀会
九月十五日 （土）
◎第二回人権講座
十月十一日 （木）
◎城南公民館運動会
十月二十一日（日）
◎しいのみ園合同文化祭
十月二十八日（日）
◎各部活動報告会
十一月四日 （日）
◎親子しめ縄教室
十二月六日 （日）
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南小ＰＴＡ活動
佐藤 裕美

南小ＰＴＡ 支 部 長

平成三十年度、ＰＴＡ支部
長を務めさせていただきます
佐藤裕美と申します。一年間
よろしくお願い致します。
中之条支部は、年々児童数
が増えております。その中で
このような大役が務まるか不
安もありましたが、副支部長
さんをはじめ連絡員の皆様、
育成会の皆様のお力をお借り
しながら、活動を進めており
ます。そして自治会、公民館
の皆様にもご協力いただいて
おります。
南小学校ＰＴＡの活動と致
しまして、六月には地区懇談
会を開催し、各専門員さんよ
り一年間の活動予定の報告を
行っていただきました。お忙
しい中たくさんの保護者の皆
様にお集まりいただきました。
またＰＴＡバザーには地域の
皆様よりたくさんご協力いた
だきましてありがとうござい
ました。七月には毎年恒例の
上田わっしょいがあります。
今年も大勢の子供たち、保護
者の参加があり賑わいます。
夏休みにはラジオ体操、公共
施設清掃、プールなどがあり
どれも子供たちには楽しみな
行事となりますが、事故やケ
ガのないよう安全には十分気

を付けてもらいたいと思いま
す。
九月にはお楽しみ会があり
ます。今年は南小の体育館を
お借りして皆でゲームなどを
行い中之条の子供たちがより
交流できる場になればいいな
と思い計画を進めております。
十月には城南地区運動会があ
り、優勝に向けて頑張る子供
たちと力を合わせ地域が一丸
となって望みたいと思ってお
ります。年明けには道祖神が
あり子供たちが地域を周りま
す。地域の方々と接する機会
になりますのでたくさんの子
供たちが参加してもらえると
嬉しく思います。
自治会役員の皆様をはじめ
地域の皆様には日頃より子供
たちが安全、安心に過ごせる
様多大なご配慮をいただきま
して心より感謝申し上げます。
どうしても保護者だけでは手
が回らないことが多々ある中
地域の皆様無くしては子供た
ちの日々の安全が守られない
と思っております。いつも子
供たちを温かく見守ってくだ
さりありがとうございます。
今後ともご指導、ご協力いた
だけましたら幸いです。どう
ぞよろしくお願い致します。
末筆ではございますが、皆
様のご健康とご多幸を心より
お祈り申し上げます。

四中ＰＴＡ活動
小林 克浩

四中ＰＴＡ支部長

平成三十年度の四中ＰＴＡ
中之条支部長の小林と申しま
す。よろしくお願いいたしま
す。
今年度の中之条支部は、九
十九名の生徒が在籍しており、
四中支部の中でも一番多い地
区となっております。当然の
事ではありますが初めての大
役のため至らぬ点が多々あり、
ご迷惑をお掛けしております
が、副支部長をはじめ連絡員
の方々のご協力によりＰＴＡ
活動を行うことが出来ており
ます。
先日は、地区懇談会を、中
之条公民館・南小学校中之条
支部と合同で、開催いたしま
した。上田市視聴覚障害者協
会の「牧内智子さま」に講師
をお願いし、日常生活の事や
実際に手話を学び手話での会
話を体験いたしました。当日
はお忙しいところ、来賓の皆
様、小学校の校長先生、中学
校の教頭先生、諸先生方にも
ご参加いただきありがとうご
ざいました。普段接する事の
ない手話を体験する事が出来
て大変勉強になりました。言
葉（音）では伝えられないた
め、それに代わる「振動や視
界」を利用して相手に伝える

工夫をし、日常生活では不自
由なく生活していることに感
動いたしました。
八月以降の行事は、
八月五日
に地 区 生 徒 会 行 事 として中 之
条 地 区 奉 仕 活 動でゴミ拾いを
行った後にビーチボールバレー大
会、
八月二十五日には、
四中バザ
ーが開 催され ま す 。毎 年 地 域
の皆 様 方の多 大 なご協 力によ
り大きな成果となっていますこ
とに感謝いたします。
九月二十一日・二十二日に
は、セルリアン祭が行われ合
唱コンクール、体育祭があり
子供達の活動の姿を観ていた
だければと思います。また、
今年は、四中の創立六十周年
記念の年であり、実行委員会
が発足されて、セルリアン祭
の一部で記念式典・合唱コン
クールでは「大地讃頌」を全
校で合唱・映像による四中六
十年の歴史・記念講演会とし
て講師に「ゴルゴ松本さん」
を招きＰＴＡ親子講演会・六
十周年記念誌・ＰＴＡ親子作
業による環境整備・記念品と
して、旧体育館の床材を利用
したキーホルダー等を計画し
ております。（計画のため変
更する可能性あり）
これからもＰＴＡ役員一同
力を合わせて活動を行ってま
いりますので、今後とも引続
きご協力・ご指導の程よろし
くお願いいたします。

ＰＴＡ役員紹介

小林 克浩
小林希久子
片所 由生
小松 里美
加納 大介
吉池 英之
橋詰 章子
秦 有理子
小澤 恵理
小宮山益代
斉木 孝子
小平 達郎
大舘 ゆき

小学校
支部長
佐藤 裕美
副支部長
竹花 育代
〃
寺田 美和
育成会長
竹内 綾子
副育成会長
小松 里美
〃
山口 英子
校外指導委員 西澤 真実
〃
丸山美由起
〃
舞澤 里枝
〃
中山恵理香
〃
橋詰 聡美
交通安全委員 飯田 恵美
〃
小林 美郷
〃
鈴木 陽子
〃
久保 明子
〃
竹本 真樹
育成会担当委員 金井かおり
田守あずさ
篠原かおり
澤柳 京子
原田久美子
高橋 美都
竹本 有美
市村 彩

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
中学校
支部長
副支部長
連絡員
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
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佐藤 優奈

私が今がんばっていること
南小六年生

私が今一番いっしょうけん
めいにとりくんでいるのは、
バレーボールです。
私が、バレーボールが好き
になったのは、六年生の春に
行われた、城南地区ジュニア
ビーチバレーボール大会です。
私は、ビーチバレーボール
大会に出るまでは、あまり好
きではなかったけれど、ビー
チバレーボールに出場して自
分で相手のコートに得点を入
れたり、自分達のチームで、
ボールをつないで相手のコー
トに入れ、得点が入るとすご
くうれしかったです。
そのうれしさが、まだ心の
中に残っていて、またバレー
ボールがやりたいと思ってい
ます。
だから学校で、休み時間は、
体育館で友達とバレーボール
をしたり、学校の体育の授業
などで、みんなで楽しくバレ
ーボールをしています。
私はみんなで心を一つにし
て、ボールをつなげ得点を入
れられるのが、うれしいです。
このことをきっかけに、どん
どんバレーボールにちょうせ
んしていきたいです。

竹花 妃莉

私が今がんばっていること
南小六年生

私が今がんばっている事は、
スイミングです。
最初はバタ足から始まり、
クロール、平泳ぎと、どんど
ん上達していきました。たっ
た三つの泳ぎ方だけど、検定
で受かるのには、とっても長
い時間と苦労がありました。
うでが曲がってしまったり、
足が変になったりしてしまい
ました。でも、お母さんが
「次がんばればいいよ！よく
がんばったね！」とはげまし
てくれたからやり続ける事が
出来ました。何回も「やめた
いな～」「めんどくさいな
～」と思ったことがありまし
た。それでも、がんばってき
たので、一番難しいバタフラ
イまで泳げるようになりまし
た。この泳ぎはうでが曲がっ
てしまったり、足が上に上が
り過ぎてしまうなど、一番苦
労した泳ぎです。検定でもな
かなか合格できませんでした。
そんな中コーチからたくさん
アドバイスをもらって、やっ
と合格する事ができました。
合格する事ができた時は、と
てもうれしかったです。
今は、タイムを測って泳い
でいます。速く泳げるか不安
だけど、少しでも速く泳げる
ように、がんばっていきたい
です。

魁夢

バスケ部の三年間
四中三年生 小林

僕は、バスケットボール部
に所属していました。バスケ
部を選んだ理由は、小学生の
頃に、友達に誘われたのがき
っかけでした。入部した頃は
不安でいっぱいでした。なぜ
かと言うとバスケが未経験だ
ったからです。でもそんな想
いは一気に吹き飛びました。
先輩達が声をかけてくれたり、
フォームやルールを丁寧に教
えてくれたり、時には緊張し
ている僕達を笑わせてくれる
優しくてカッコイイ先輩達が
いてくれたからでした。
そして三年生になり僕は、
キャプテンを務めることにな
りましたが、今までにない不
安と責任感の重圧で悩んでい
た時がありました。そんな僕
を励ましてくれたのが顧問の
先生で「お前を信じている」
とかけてくれた言葉が自信と
なり頑張ろうという気持ちに
させ自分らしく好きなバスケ
を楽しくやろうと思う様にな
りました。大会では良い成績
が残せませんでしたが、一番
は仲間と一緒に笑ったり、は
しゃいだり好きなバスケが充
実して出来たことに感謝しま
す。キャプテンの役目が果た
せていたか分からないけどつ
いて来てくれてありがとう。

池田 蓮

部活動を終えて
これから頑張る事
四中三年生

僕は四中水泳部に所属し、
部長をやっています。
今年の水泳部の目標は「水
泳部の三分の一県大会出場」
でしたが、問題をおこしてし
まい、東信大会を辞退させら
れそうになったことがありま
した。でも、東信大会に出場
させてもらえることになり、
目標に向けて頑張ってきまし
たが、個人で行けたのは、四
中から出場者は十五人中三人
だけでしたので、後は、団体
にかけるしかありませんでし
た。
僕が出場するメドレーリレ
ーは、各校四人で背泳ぎ・平
泳ぎ・バタフライ・クロール
の四種目を順番で泳ぐという
ものでした。僕は背泳ぎの代
表選手になっていて、代表選
手全員、元々の自己ベストを
出せれば県大会に出場できた
のですが、ほとんど全員タイ
ムが落ちており、県大会出場
はできなくなってしまいまし
た。最後の大会でしたが、全
力を出し切り、チームに貢献
出来たので良かったです。
これからは、市民大会など
あるので、それに向けて頑張
り、最後の一掻き・一蹴り、
全力を出し切れるようにした
いです。

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 平成三十年
九月十五日㈯
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
腰掛椅子で行います
プログラム予定
・南小学校合唱部の歌唱披露
・マジックショウ・物真似
・カラオケクラブ飛入り歓迎

平成三十年八月盛夏
自治会
中澤 憲二
会 長
土屋 恵嗣
副会長
工藤
真
会 計
総務部長 中澤 政嗣
自治会協議員一同
公民館
小林 鉄夫
館 長
伊東 健司
副館長
一ノ瀬貴文
主 事
西澤 貴志
会 計
青少年育成指導員
吉原 和浩
公民館運営委員一同
千曲藻編集委員一同

由比子

ふれあい協議会だより
会長 堀
暑中お見舞い申し上げます。
日頃より福祉活動にご理解、
ご協力を頂き、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、地域で安心して乳幼児
の子育てができ、ご高齢者の
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ＰＴ
Ａ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、七十五歳以上の一
人暮らしの方々を訪問させて
頂いております。
◎児童公園の花壇づくり
◎ふれあい交流広場の開催
平成二十八年度より市の高
齢者介護課の「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

お招きして介護予防体操を、
また丸子中央病院長の講話や
言語聴覚士、認知症看護認定
看護師さん等々から、生活の
中で役立つお話をして頂き、
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
の方々にも是非ご参加いただ
きたく、皆様の御参加を心よ
りお待ちしております。
今後の予定
◎ふれあい交流広場
公民館大広間にて、来年三
月まで毎月第四月曜日の午前
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
◎しいのみ園合同祭お手伝い
◎健康教室
ふれあい協議会役員
会長
堀 由比子
副会長
小林 鉄夫
会計
菊池 優子
役員
中澤 憲二
土屋 恵嗣 中澤 政嗣
西沢 初子 山岸 紀子
佐藤 裕美 小林 克浩
吉原 和浩 神谷祐三子
麻沼 孝子 西澤 富美
松本美寿子 山田 晋平
池田 春仁 藤沢 清司
岡村さつき 工藤 真
吉原 静枝

川辺交番所長 平沼

毅

暑中お見舞い申し上げます。
川辺交番所長の平沼と申し
ます。
中之条自治会の皆様におか
れましては、益々ご清祥のこ
ととお慶び申し上げます。
川辺交番から中之条の皆さ
んに、特殊詐欺被害防止対策
のためのお知らせをします。
特殊詐欺は、未だに多くの
被害が発生しています。
多くの方が、その手口や被
害の状況を知っているにも関
わらず、その被害が無くなら
ない状況です。
一人でも被害に遭う方を無
くすため、次の対策を講じま
しょう。
●電話の常時留守番電話
多くの場合、詐欺グループ
は、電話で被害者をだましま
す。
詐欺グループと会話をする
のを避けるためにも、常時留
守番電話設定をお願いします。
大半の家庭の電話には、留
守番電話機能が付いています。
その留守番電話機能のボタン
を押すだけで、詐欺グループ
の電話や煩わしい勧誘の電話
に直接出て応答するという手
間から解放されます。
詐欺グループは、被害者を

困惑し、不安にさせる色々な
作り話をしてきます。
電話で会話をすることで、
自分の情報を知らず知らずの
内に聞き出されるだけでなく、
詐欺グループの作り話を信じ
て現金やキャッシュカード・
電子マネーを渡してしまう可
能性もあります。
「君子危うきに近寄らず」で
電話で詐欺グループと会話し
ないことです。
●「渡さない」「払わない」
「振り込まない」
もし、詐欺グループの電話
で騙されてしまっても、まだ
被害の防止はできます。
それは、詐欺グループの要
求に応じて現金・キャッシュ
カードなどを「渡さない」こ
とです。
おかしな要求に応じて、現
金や電子マネーでお金を「払
わない」「振り込まない」こ
とです。
電子マネーは、カードに書
かれている番号を教えるだけ
でお金を「払った」ことと同
じになります。
被害に遭う前に踏みとどま
りましょう。
●「振り込ませない」
身近な方から被害を出さな
いために、気になったら声を
掛けましょう。そして、現金
等を「振り込ませない」よう
に家族・地域ぐるみで被害を

防止しましょう。
●「相談する」
詐欺グループは主に電話で
被害者をだましますが、ハガ
キや携帯電話等のメールを使
うこともあります。
「いつもと違う」「あやし
い」「しっくりこない」と少
しでも感じたら、お金を用意
したり渡す前に、身近な方に
相談しましょう。
上田警察署・上田市役所で
も相談に乗ってくれます。
一人で悩んで被害に遭うよ
り、相談して被害を防止しま
しょう。
特殊詐欺の被害をきっかけ
に、家族の仲が悪くなったり、
生きがいや自信を失う方がい
ると聞きます。
身近な方が被害に遭わない
ように日々声を掛け合うこと
が、特殊詐欺被害防止の最善
の対策かも知れません。
最後に、猛暑となる折り、
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。

お気軽にご相談ください

平成30年8月15日（2018）
報
会
治
自
条
之
中
（7）第165号

