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中之条自治会

とを期待したいと思います。
十月には本庶佑教授が医学
生理学のノーベル賞を受賞さ
れました。全人類の願いであ
ります、ガン治療の確立の為
に更なる発展をされることを
祈念します。オメデトウゴザ
イマス。
◎敬老祝賀会
九月十五日、十時より敬老
祝賀会を中之条公民館にて行
いました。七十五歳以上の
二百九十三名の方に招待状を
お出しして五十四名の方に出
席を頂きました。
南小学校合唱部の生徒さん
による合唱から始まり、公民
館各部の合唱、フラアロハの
魅力的な踊り、日ごろ鍛えた
カラオケ、楽しいものまね、
プロ顔負けのマジックショウ、
ステージを見上げながらビッ
クリ顔で口を大きく開け手を
たたき笑ってくれたお客様を
見て主催者側も感動しました。

平成三十年度自治会長
足早に過ぎようとしている
今年、大雪・寒波に始まり、
夏の酷暑、つかみどころのな
い春と秋、そんな一年でした
が、自治会員の皆様にはお元
気でお過ごしのことと推察申
し上げます。
今年もまた西日本豪雨、北
海道地震が発生し、土砂崩れ
等で流されてしまった我家を
茫然とみて涙する被害者をテ
レビでみると災害のこわさを
改めて痛感いたします。そん
な中、各地からボランティア
で人が続々と集まりスコップ
で床下から泥水をかき出し、
水をかぶったタタミを片付け
る姿をみて感動で拍手を送り
ました。また若い方がたくさ
ん参加してくれるのもうれし
く頼もしいものです。
八月には県知事選があり、
阿部さんが再選されました。
長野県のリーダーとして、県
民の為に発展させてくれるこ
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会場に広がった笑顔と面白
かったと声をかけてお帰り頂
けたことが、嬉しかったです。
ご協力頂きました公民館、
ふれあい協議会、協議委員の
皆様大変ご苦労様でした。
なお、欠席されました方には
お祝い品をお届けいたしまし
た。
◎要望事項
複数自治会が係わる『城下
まちづくり』の中で中之条の
分が継続中を含め十七件あり
十月二十二日に市役所におい
て説明会がありました。
地権者との同意も含め予算
が厳しい中でありますが検討
していくとの回答でありまし
た。
中之条地区内の要望につき
ましては、今年度は十六件あ
りまして一部は実施されてお
りますが十一月二十二日に市
の担当者と現場立会しまして、
優先順位は、後日決定される
予定です。
◎防犯灯について
原則は一自治会一灯ですが
中之条は広く、人口増加も多
いということで平成三十一年
度分で三灯要望しました。
今年の分三灯は中之条郵便局
から南へ向かった通路にＮＴ
Ｔの電柱をお借りして二灯設
置残一灯は㈱高山様が造成し
た北側公園内ＮＴＴ電柱に設
置しました。
昨年申請した消防器具箱を

小林千洋様東側に設置しまし
た。
◎防災・防火・防犯訓練
◆九月一日、城南公園に早朝
より三十名程の方が集まって
いただき実際に消火栓を開け
放水訓練。家庭にある消火器
と同等のもので消火作業を体
験しました。
◆九月四日、南小にて避難訓
練、教室から校庭までキビキ
ビした行動ができました。
◆九月六日、南小通学路にお
ける『登下校防犯プラン』に
基づき緊急合同点検を実施。
南小からみのり保育園の北側
交差点までのグリーンベルト
が切れたり薄くなったりであ
り補修をお願いをしました。
◆十月、防災マップを全戸配
布しました。地図から危険個
所、過去に災害が発生した危
険場所を頭に置き中之条は第
一次避難場所は公民館、指定
場所は南小学校です。
◆十一月七日、城下あいさつ
声掛け運動が中之条公民館前
と南小正門前で実施、ほとん
どの生徒が元気にあいさつを
してくれましたが、一部の生
徒に元気が欲しかったです。
◆十一月十一日、秋季火災想
定訓練が小牧山霊園で実施さ
れました。団員の皆様のキビ
キビした動きをみまして、日
頃の訓練の成果であり、頼も
しく思いました。これからも
体調に気を付けて活躍される

ことを祈ります。
◎城下地区防災訓練
十一月十七日、防災センタ
ーにて県出前講座による模擬
訓練を近年自然災害をテーマ
にグループ討議を行いました。
◎六ヶ村堰視察
九月七日、関連自治会、六
ヶ村堰土地改良区役員、上田
市と合同で上田農水頭首工、
小牧分水門等を視察しました。
昭和二十六年十一月に設立着
工され元々は農業用水路です
が雨水用水路、環境保全用水、
防火用水として中之条、御所
の排水路として維持管理がさ
れています。
◎中之条誌
平成二十四年に計画申込、
採択され、七年経過して刊行
となりました。印刷冊数、販
売数、在庫数、費用につきま
しては総会にて発表いたしま
す。ご協力いただきました皆
様大変ありがとうございまし
た。
◎念仏堂のその後
総会にて決議され解体しま
した念仏堂、仏像七体は芳泉
寺に、木札等は農事組合倉庫
に保管中であります。今後に
つきましては委員会設立を含
め総会に提案致します。

以上、本年後半の状況をご
報告するとともに、皆様がご
健勝で良き新年を迎えられま
すようお祈り申し上げます。
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い致します。
また、自治会員の皆様方の
ご支援、ご協力を宜しくお願
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暮れも押し迫ってきました
が、区民の皆様に於かれまし
ては、ますますご清祥のこと
と、拝察いたします。
今年を振り返れば、夏の厳
しい暑さに尽きます。子供た
ちが良く乗り超えられたなあ
と実感いたします。
９月議会では、来年の夏ま
でにすべての小中学校にエア
コンが設置されるよう、早急
に現状把握をする事を要望し
ました。
時々あるのですが、「事業
に予算を付けるから、１ヵ月
以内に、国へ予算要望書を出
せ」という事があり、職員が
徹夜で要望書を作らされるこ
とがあるからです。
東京都では全小中学校にエ
アコンが完備されていますが、
長野県以北などは冷涼地とさ
れているため、「窓を開けて
おけば、大丈夫。」という考
えと、多少暑くても数日我慢
すれば夏休みがあり、エアコ
ンは経費が掛かるとの考えか
ら、学校施設への設置は遅れ
ています。
市でも、エアコンは保育園
の未満児や年少クラスを中心
に配備、小中学校も保健室や
パソコンルームが優先され、
エアコンは、学校の改築に合
わせて設置する計画でした。

長野気象台のデータでは、平
成二十一年七月の平均気温は
二十八・六度で三十度超えは
七日、今年は平均三十二・四
度で三十度超えは二十六日、
七月十五日〜二十五日の十一
日間は連日三十五度超えでし
た。
エアコンを学校に設置する
場合は、家庭に１台設置する
のとは違い、業務用の大型エ
アコンが必要になるので、二
百ボルトの電力契約が必要に
なりますし、施設の古い校舎
は天井の加重強度の計算や配
線、冷却パイプの穴明けなど
があり、来夏に向けて全国的
に設置される事が予想される
ため、台数の確保や設置業者
の決定など、多くの困難が予
想されます。
今年も、普段必要のなかっ
た軽井沢のホテルがエアコン
の注文をしたところ、業務用
は入荷不能だったそうです。
今、上田市では新庁舎の建
設計画が進められていますが、
二千二十年に開催されます東
京オリンピックのため、資材
や人件費も高騰しており、予
算の増額を検討しています。
エアコンとても直ちに発注、
施工をしていかないと夏まで
に間に合わない事も予想され
ます。
地元企業の社長からも、
「子や孫の通う学校には、エ
アコンくらい寄付するよ」と

言われており、ふるさと納税
の活用や、クラウドファウン
ディング（目的を決めた、民
間からの寄付行為）での資金
調達も提案しました。その結
果、十二月議会で、小中全校
へのエアコン設置費十六億七
千万円余が計上され、可決さ
れました。
今後とも、上田市のエアコ
ン設置に向けた事業進行を注
視していきます。
新年度からは、土屋陽一市
長が自ら提案した「上田市再
構築」事業がスタートします。
地元議員としても、集大成と
して活動します。

平成30年度中之条自治会人権懇談会（開催：10月11日 木曜日）
＊＊本年２月下旬の上田城発掘調査による貴重な出土品の紹介＊
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小林 鉄夫

◆敬老祝賀会
九月十五日
自治会主催で区民の七十五
歳以上の皆さんを対象に敬老
祝賀会を開催いたしました。
南小学校合唱班の歌をスタ
ートに公民館各クラブの余興、
マジシャンｓａｔｏによるマ
ジックショー、東郷堂の物ま
ね劇場などが披露され、出席
者の皆様に大変喜んで頂きま
した。
人生百年、いつまでも健康
で明るく、楽しく、笑いの絶
えない毎日であってほしいな
どを祈り万歳三唱で幕を閉じ
ました。
◆第二回人権同和教育講座
十月十二日
『出前ときめきの町講座』
上田市の文化財・上田城の
謎と実像をテーマに上田市教
育委員会の和根崎氏に講演を
して頂きました。
ＮＨＫ大河ドラマ「真田
丸」にみる、戦国時代の人権
・差別問題をスライドにより
詳しく、分かりやすく、そし
て「真田丸」ドラマ放映場面
を再現して説明いただき、当
時の有名役者を思い出し、感
動しました。

公民館長

中之条公民館活動報告
二年続きの雨降りの「上田
わっしょい」、今年は残念な
がら当日の十時に中止の発表
がされましたが、その後の公
民館活動行事は天候に恵まれ、
盛大盛況、かつ無事に終了す
る事ができました。
自治会をはじめ、地域の皆
様のご協力の賜物です。心よ
り感謝申し上げます。
下半期の活動報告を致しま
す。
◆中之条ふるさと夏祭り
八月十五日
ふるさと夏祭りが公民館役
員、関係者の皆様のご協力の
もと開催する事ができました。
祭りの模擬店は焼き鳥、フ
ランクフルトなど、多くの飲
食を用意するも昨年より五百
本多い三千の焼き鳥は七時前
に完売となりました。このか
いわいで一番安くて美味しい
焼き鳥は祭りの名物として定
着、射的では大勢の子供さん、
玄関先のカラオケ大会は老若
男女問わず沢山の方が参加さ
れました。
もくず会の皆様には野菜な
どの安値販売所、ヤギのちち
絞りも盛況で祭りに花をそえ
て頂きました。

歴史に関する講座でしたの
で区民の関心ある皆さんの顔
ぶれもあって百十名の参加を
いただきました。
◆城南公民館運動会
十月二十一日
本番に備え、前日は応援練
習、必勝基本綱引き技の練習
後カツ（勝）カレーを振る舞
い当日に臨みました。
選手と応援席との一体感を
持ちつつ懸命にはつらつと競
技に熱中し、全種目で一・二
位を勝ち取り三十八点の高得
点で総合優勝、更に応援部門
でも優勝のＷ優勝に輝きまし
た。
一番クジ引きで特等応援席、
中学生の選手宣誓など全てに
おいて一番でした。
ＮＢＣクラブの必勝トン汁
二百五十食の振る舞いもＷ優
勝に貢献して頂きました。
その後の慰労会には大勢の
皆様の参加のもと、優勝の力
をかみしめ、和気あいあいの
中、連覇を誓い幕を閉じまし
た。
◆しいのみ園合同祭
十月二十八日
昨年とは打って変わり好天
に恵まれ、役員、ボランティ
ア総勢四十一名参加のもと、
恒例の安くて美味しい焼き鳥
二千百本が二時間足らずで完
売し大好評でした。

◆各部活動報告会
十一月四日
公民館活動の最後の各部活
動報告・発表会が、自治会四
役、前公民館五役、市議、各
サークルの講師の皆様をお招
きし盛況の中、幕を閉じるこ
とが出来ました。

一年間、大過なく公民館活
動が出来ましたこと、これも
ひとえに自治会、運営委員、
地域の皆様方の参加意識と情
熱、お力添えの賜物と深く感
謝申し上げます。
十二月十六日の親子しめ縄
教室を持ちましてフィナーレ
となります。
ご支援、ご協力ありがとう
ございました。

夏祭り＆敬老祝賀会＆城南公民館運動会の
模様は、ホームページに掲載させて頂いてい
ますが、本号の「今年のイベント」に主な風
景を掲載致します。
公民館活動も地域の皆様との親睦を深める
絶好の機会と思います。
来年は、公民館運営委員を２名体制と致し
ます。より一層元気の良い活動を進められる
よう、ご協力をお願い致します。
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ソフトボールクラブ

立岩

平成三十年度の中之条ソフ
トボールクラブ活動も無事終
了致しました。
部員全員で三月より南小学
校グランドで毎週日曜日に練
習、四月より土曜日の朝練習
などで体力作りをしました。
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、第一
試合で優勝候補のチームに力
及ばず、惜敗しましたが、城
南地区大会は、優勝すること
ができました。
今年の城下リーグのナイタ
ー戦は四中グランドで五月か
ら始まり十月まで熱戦が繰り
広げられ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
出し合いました。今年は雨が
多く日程がズレ、部員の調整
が上手くいかず惜しくも第三
位となりました。
対戦成績は七勝五敗三分リ
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
しい時もあり毎試合大変でし
たが部員の協力や努力で乗り
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
動できることに、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か
けて下さい。宜しくお願いし
ます。
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笑顔のフラダンス

フラ・アロハ
中澤

道子

報告会では役員の皆様に支
えて頂き、お蔭様で元気に迎
えることが出来ました。先生
にも参加頂き一緒に「瀬戸の
花嫁」の素晴らしいダンスを
ご披露、華を添えて頂きまし
た。会員でも「見上げてごら
ん夜の星を」を踊りました。
今年も月二回の練習で、第
二月曜日は先生のご指導での
練習、第四月曜日は仲良く自
主練習をしました。又、九名
の会員が現在八名となり、悲
しい別れで心が痛んでいます。
四月には一期一会様を慰問、
女性のご利用者の百四歳の誕
生日を唄とダンスで祝い、社
長様の豪華洋装の花嫁さんに
感動し幸せな日でした。ペタ
ンク大会には子供さんと交流、
敬老祝賀会にも参加し、ダン
スを披露させて頂きました。
又、運動会には応援とお手伝
いで参加しました。夏は海鮮
寿司での会食で贅沢なひと時
を過ごし、忘年会は先生を囲
んでお取り寄せ料理で和やか
に談笑しダンスを楽しみまし
た。
このように頑張っているフ
ラダンスの会です。皆様にお
入り頂き楽しく踊りましょう。
役員の皆様のお心に感謝して
活動報告とさせて頂きます。
ありがとうございました。

花と緑の会
西澤

和也

会員数は男性一名入会して
頂き、男性九名・女性七名の
十六名です。
来年は女性一名入会して頂
く予定ですので、十七名とな
ります。今年も山野草を中心
に講習会を開催しました。
八重咲のホタルブクロ、ウ
チョウラン、ワレモコ草の植
え替えと栽培方法、そして紅
葉を楽しむためのイワヒバ、
ハゼの木、カラマツの寄せ植
えセットを作成しました。
今年も七月下旬に中型バス
一台を貸し切り研修旅行に出
かけました。
標高千九百ｍに広がる日本
有数の高層湿原の絶景の名所
である栂池自然園へゴンドラ
とロープウエイを乗り継いで
行きました。
ニッコウキスゲ、紫色の濃
いジオウギアヤメ、そして愛
らしいワタスゲ等の高山植物
が待っていました。
心洗われ、すがすがしい気
分でした。みんな自然を満喫
して満足でした。
来年もまた元
気で可憐な花が
咲く高山植物、
そして自然を堪
能したいと思い
ます。

カラオケクラブ
田中

忠男

現在カラオケクラブ員は、
男性二名、女性三名の合計五
名で、第二・第四月曜日の午
後一時三十分より三時まで、
ＣＤによる最新のヒット演歌
を主体に聞き、唄い、褒めた
り、指摘したりしながら、ス
トレスを発散しております。
区内の公民館活動につきま
しては、八月のふるさと夏祭
り・九月の敬老会・十一月の
各部活動報告会への参加、そ
の他、年に数回「まねき猫」
でのカラオケ、区 外 活 動 としま
しては、「上田歌謡グループ」実
施の二月の「まねき猫」での
総会・カラオケ大会、五月の
長和町「やすらぎの湯」・七
月の小諸「布引温泉」・九月
の「菅平高原温泉ホテル」で
のカラオケ大会、十一月の忘
年会・カラオケ大会等へ参加
しております。
当カラオケクラブは、平成
八年に第二ブロックの和田貢
さんが主体になって会員数十
七名で発足し、その後、紆余
曲折があり、現在員数は五名
と成っており、平均年齢も七
十五歳を超えており、このま
まいくと、じり貧状態で有り
ますので、この様な実状をご
賢察頂き、理解ある人の参加
をお待ちしております。

守人

中之条囲碁クラブ

囲碁を楽しんでみませんか

中沢

囲碁は、誰でも楽しめる最
高に面白いゲームです。
未経験の方は、碁盤の上に
並べられた黒白の石の複雑な
模様を見て、難しいと思って
しまうようですが、ルールは
簡単。すぐに覚えられます。
勝負は多く地を囲ったほうが
勝ち。それを考え、よいと思
うところに石を置いていくだ
け。どこに置いても原則自由
です。これによって無限に近
い打ち方のパターンが生まれ、
恐ろしいほど奥が深いゲーム
になっています。これが最大
の魅力です。
もう一つの魅力は、非常に
人間味があるところ。打ち方
に個性や感情が出ます。例え
ば、「欲が深い」、「度胸が
ある」、「弱気」、「やきも
ちを焼く」など、黙々と打っ
ていても、心中は穏やかでは
ないのです。いまＡＩは一流
プロを簡単に負かすほど強く
なっていますが、いずれ、人
間の個性や感情を表現すると
ころまで進化していくのでし
ょうか。
一度打ってみれば面白さが
わかります。当クラブは、毎
週土曜日、公民館貴賓室で打
っています。初心者には丁寧
に説明しますので、ぜひチャ
レンジしてみてください。

ふき子

も〜いい会

童謡唱歌を愛する会

高田

私達もーいい会は会員二十
五名です。
毎月第二木曜日、午後から
約一時間古見ひろ子先生の指
導のもと練習をさせて頂いて
います。
発生練習の前には呼吸法を
教えて頂き、身体が暖かく、
また軽くなり、リラックスし
て練習に入ります。
幼い頃の歌を思い出し懐か
しくなる曲ばかりです。
今年度は、四月・五月・九
月の三回、地域の介護施設の
一期一会さんにボランティア
に行かせて頂きました。
童謡唱歌やフラダンス、そ
して和田さんの巧みなトーク
や歌で盛り上がり、午後のひ
と時を楽しんでもらいました。
恒例の春、秋の日帰り温泉
も楽しみです。美味しい料理
を頂きながらの話もご馳走の
一つです。
これからも健康で長―く続
けていけるよう、みんなで頑
張っています。
一度、男性、女性の方、顔
を出してみませんか。
ぜひお待ちしています。
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南小学校
創立三十五年
南小学校長 小山

南小学校ができて今年で三
十五年目となります。何人の
卒業生を送り出してきたこと
になるのでしょうか？開校当
時の児童数は七百七十名ほど
でしたが、現在は六百六十名
ほどとなっています。しかし、
三つの学年が三学級、三つの
学年が四学級で編制される本
校は上田市で二番目に児童数
が多い学校となっています。
創立十年目には玄関前の「風
の詩」の像や本物にふれさせ
たいという地域の方の願いか
ら、いくつかの絵画を寄贈し
ていただきました。川辺小学
校、城下小学校から分かれ、
新しくできた学区の学校では
ありますが、地域の子どもた
ちは地域で育てるという雰囲
気がつくり出されているんだ
なと感じます。そんな地域の
皆様にボランティア活動を呼
びかけると積極的に参加して
下さいます。そして、共に子
どもたちを育てようと取り組
んでいただいています。
南小学校が中之条地区をは
じめとする学区の「おらが学
校」となっているのかなと思
います。
地域の皆様の温かなご支援
を今後とも宜しくお願いいた
します。

初子

これからも
地域と共に
西沢
民生児童委員をお受けして
から二年目が終わろうとして
います。委員三人とも新人の
ためわからないことが数々あ
り、協力して仕事を進め今に
至っています。
主な仕事として一人暮らし
高齢者世帯への訪問、ふれあ
い協議会等自治会の活動への
参加などがあります。
それと並行して城下地区の
定例会や包括支援センターで
の研修会、市や社協主催の勉
強会や講演会への参加等があ
ります。二〇二五年には団塊
の世代が七十五歳に達し、介
護保険の利用者も増えると予
想され、より一層地域での予
防活動が重要になってきます。
児童委員としては、小中学
校の卒業式や入学式、保育園
の卒園式や入園式等への出席
もあり、特に保育園では、祖
母のような気持ちで参加して
います。
仕事全体の把握もせず引き
受けてしまいましたが、行政
とのつなぎ役として、皆様の
お力をお借りして頑張るつも
りでいます。どうかよろしく
ご指導下さい。

祐三子

健康推進委員会
活動報告
神谷
健康推進委員を務めさせて
頂いた二年間は、ふれあい協
議会会長の堀さん、自治会の
役員の方々、健康推進委員の
皆さんに助けてもらいながら
何とか進んできました。
上田市から何度もお手紙が
きて健康についての勉強をさ
せて頂きました。私は役員に
なるまで健康診断も面倒で行
っていなかったのですが、こ
れを機会に健康診断に行って、
少しずつ健康について考える
ようになりました。
中之条での活動は毎月第四
月曜日のふれあい広場のお手
伝い、上田わっしょいや夏祭
り、敬老会としいのみ園合同
祭のお手伝いをしました。一
人暮らしの高齢の方にお花と
お手紙も届けました。
ふれあい広場では、丸子中
央病院の病院長のお話や看護
師さん達のお話は、健康に関
するとても貴重なお話で、と
ても勉強になりました。毎回
大勢の方々が参加してくださ
ってありがたいと思いました。
また、毎回お茶出しなど手伝
って下さる方々のお陰でとて
も楽しい時間が過ごせました。
本当に心より感謝しています。
皆さんで支え合う中之条の
健康推進の活動に参加させて
頂き本当に勉強になりました。
ありがとうございました。

三彦

補導活動を振り返って

桜井

少年補導委員として活動を
始めてから、二年が終わろう
としています。年間の活動は、
定期補導・環境チェックが中
心です。定期補導はショッピ
ングセンター、カラオケ店、
地下道、公園、コンビニ、神
社等を中之条・千曲町・三好
町・御所の委員四名で見回り
したり、各自治会役員、健全
育成関係団体等の協力者を得
て、青少年の状況や社会環境
を見てきました。場所によっ
てはタバコの吸い殻が多少見
られましたが、落書き、放置
自転車は少なくなりました。
又、小学生の登校、下校時
の付き添い、中学生、高校生
の下校の様子を見てきました。
挨拶は多くなりましたが、自
転車でのマナーは良いとは言
えません。環境チェックは年
三回対象店舗を選び、青少年
の育成にとって有害と思われ
る出版物、ビデオ、玩具等は
無いか、また酒、タバコの有
無、飲酒、喫煙防止への配慮
状況、声掛け、非行防止への
対策、従業員等への教育は徹
底しているかなどチェックし
てきました。
今後も一層、青少年健全育
成に向けて環境浄化に努める
ことが大切と思われます。

育成会活動報告

竹内

綾子

平成三十年度の育成会活動

は、四月から十一月までの野

球部活動、部員は十八名でス

タートしました。

練習を開始直後は、あまり

声の出ていなかった子供たち

も土日の練習と大会の参加を

重ねるごとに声も出て団結し、

チームとしての成長がみられ

ました。

今年は、例年にない猛暑日、

秋には週末ごとに雨が降り練

習もままならない状態での大

会参加もありました。

そんな中、上田市学童野球

大会では二位となり、日頃の

今年度は、野球経験のない

練習の成果が発揮出来ました。

育成会長、副会長だったため、

監督・コーチ・部員の保護者

のみなさん・育成連絡員のみ

なさんの協力がなければスム

ーズな運営は出来ませんでし

た。

最後になりましたが、子供

たちの成長した姿を感じ、無

事に活動を終えることが出来

たことに感謝します。

有難うございました。

城南公民館より
重信

若干雨模様でしたが、滞りなく訓練が終了しました。参加者の皆さん良い経験となりましたね！！

村山

防災（消火）訓練 9月1日開催
第6分団の方にレクチャーして頂いた消火訓練

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、昨年中止となった
城南地区運動会が素晴らしい
秋晴れの下、地域の皆様の御
協力により盛大に開催するこ
とができました。
特に中之条の皆様の活躍に
はめざましいものがありまし
た。
競技の部は接戦を制し優勝
し、また、応援の部も、子ど
もたちを中心としたオレンジ
色の応援団の一体感のある応
援により会場内でひと際目を
引き優勝しました。まさに大
勝利でした。
優勝奪還を目指し、大人と
子どもが力を合わせ実現する
地域の団結力の強さに敬意を
表します。
城南公民館としましても、
大人と子どもが一緒に活動で
き、縦と横の関係が繋がる。
そんな地域づくりを進めてい
きたいと考えております。
今後も、地域の皆さまと共
に取り組んでまいりますので、
よろしくお願いいたします。

模擬消火器を使用して
的に向かって消火剤吐出

参加者の方
腰を据えて放水開始OK

道路埋設消火栓を前にして
第6分団の隊員の方事前打合せ

射的にトライ 狙いは？
見事ゲット出来たよー!!
子供さんも飛入りカラオケ熱唱
隣の子はハニカミ屋さん？
焼き鳥が間に合わないぞ―！
炭火焼 団扇でバタバタ大忙し

今年も盛り上がりました。
8月15日開催

中之条御所
商工会振興会より
唐木田 潤
日頃より中之条自治会の皆
様には、当商工振興会の事業
運営活動にあたり、ご支援ご
理解をいただき感謝申し上げ
ます。
当商工振興会は、現在七十
八会員で活動を行っています。
会員の高齢化・後継者不足や
業種の衰退などで、閉店・廃
業される事業所も多く、ここ
毎年退会者がいるのが現状で
すが、商工会報の発行・春の
花配布事業・会員の交流会と
活動しております。
また街路灯運営事業におき
ましては、会員様がスポンサ
ーとなり看板を掲げて地域の
安全、明るい街づくりを目指
します。
現在自治会内でも役八十基
の街路灯を設置しております
が、会員の減少によりスポン
サーも減っているのも事実で、
商工振興会の負担も増えてい
ますが、地域の皆様に貢献出
来ればと思っています。
来年は創立五十周年を迎え
ます。創立当初に比べれば会
員数も半分以下になりました
当商工振興会の活動も変化し
ていく年になると思いますが、
今後も中之条自治会の皆様に
は、かわらぬご支援ご理解、
ご協力をお願いします。

今年の自治会＆公民館開催イベント風景
夏祭り
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今年の自治会＆公民館開催イベント風景

第165号発刊以降に開催されたイベントの状況を報告します。
♪都度ホームページに掲載させて頂いておりますがご覧頂いていない方に特別に♪
敬老の日 9月15日開催 75歳以上の方々 足腰しっかり まだまだこれからですね
皆さん和気あいあいと歓談
体調はどうです？元気ですか？

南小子供さんの合唱 感動!!
アンコールの手拍子が起きました

マジシャン佐藤さん いい男
細長い風船が人形に変身したよ

東郷堂の皆さんの寸劇開宴
新聞紙袋に水を入れ頭に掛けるよ

客席を回り物真似演歌

佐藤さん作成オリジナル人形
プレゼント わー嬉しいな!!

公民館各部合同発表会

11月4日開催

各クラブの日頃の成果を堪能しました。

小林公民館長開会挨拶

開宴、一時の歓談

カラオケクラブ自慢の歌をご披露

フラアロハの皆さん
ゆったりとしていいですねー

もーいい会の皆さん
心に潤いが！懐かしの歌

千曲川坂城陣太鼓の皆さん
太鼓の響きが腹にしみそー!!

持家世帯数

借家世帯数

住宅合計

696,800
ご寄付

83,654
679,263
計
合
762,917
合計

679,263
レンタルバス、飲食代等
66,117
前年度繰越金

次年度繰越額
出
支
収入

事務所数
班数
ブロック

費
会
治
自

真
工藤
中之条自治会 会計
中之条自治会費

各ブロック
合計金額
（円）
宅
住
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自治会費納入状況等のお知らせと御礼

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。
自治会費の納入状況及び上田わっしょい収支状況をご報告申し上げます。

第 １

15

84

29

113

0

905,902
第 ２

18

103

45

148

9

1,174,700
第 ３

16

136

46

182

10

1,394,829
第 ４

9

65

11

76

6

659,850
第 ５

27

116

38

154

4

1,156,075
第 ６

18

103

94

197

0

1,307,665
第 ７

20

88

36

124

5

1,013,808
第 ８

21

103

59

162

1

1,303,200
計

144

798

358

1,156

35

8,916,029
（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。
上田わっしょいご寄付の内訳【金額（円）】

おくやみ

七月

吉原

吉原

田中

正和さん
八十六歳
嘉光さん
七十七歳

幾重さん
八十二歳
幸子さん
八十八歳

みついさん
九十五歳

志づかさん
九十 歳
国子さん
八十四歳
てるこさん
八十六歳

トミコさん
九十二歳
昭司さん
八十五歳
金次郎さん
九十二歳

今年一年間、次の方々が、
お亡くなりになりました。
第二ブロック
四月 高橋

十月

六月

中沢

第三ブロック
四月 塩崎

七月

第六ブロック
三月 宮坂

中澤

第七ブロック
四月 中澤
八月

松澤

第八ブロック
四月 石原
七月

慎んでご冥福をお祈りいた
します。
（合掌）
平成三十年十二月一日現在

新年総会について

中之条新年総会は、一月十
三日（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宜しく
お願い致します。

平成三十年最後の中之条自
治会報『千曲藻』発刊となり
ました。まずはご寄稿頂きま
した皆様に感謝申し上げ、中
澤政嗣編集委員長はじめ、発
刊にご協力いただいた編集委
員の皆様にも重ねて感謝申し
上げます。
私は、中之条に家を構えて
三年目に自治会役員を仰せつ
かりました。右も左も分から
ない中、千曲藻の作成を通し
て自治会活動はもちろんのこ
と、地域の様々な分野で活躍
されている方がいたり、文化・
スポーツ或いは趣味の活動を
されているサークル・クラブ
があったりと、中之条を深く
知ることが出来、多くの方々
との繋がりが出来ました。
引き続き皆様にはこの千曲
藻を広く利用・活用して頂け
れば有難く存じます。また、
今まで以上に自治会活動に理
解と関心をお持ちいただけれ
ば幸いです。
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