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中之条自治会

残暑の候、中之条自治会員
の皆様におかれましてはお元
気でお過ごしのことと存じま
す。
日頃は、自治会活動に御支
援、御協力をいただきまして
誠にありがとうございます。
本年度の前半が経過しまし
た。以下、活動の主なものに
ついて御報告します。
〇自治会協議会について
毎月第二土曜日に定例会を
開催し、自治会運営の重要事
項や課題を協議し、事業に取
り組みました。
自治会費・文化財保存基金
の納入、春の環境整備、上田
わっしょい等前半の事業につ
いては、自治会員の御協力を
賜る中で、概ね順調に実施で
きたものと思います。
〇防災について
本年も各地で地震、集中豪
雨等により、大きな被害が出
ています。災害に強い地域づ
くりの大切さを実感します。

中

澤 照

夫

自治会の防災への取り組み
としては、まず年度当初に自
主防災組織を編成し、消防署
へ報告、リーダー研修会ヘの
参加を通して防災の基本「自
助・共助・公助」についての
スキルアップに努めました。
秋に予定されている自治会
防災訓練においては、上田市
消防団第六分団の御支援を得
て、実践的な訓練を実施する
予定です。
なお、第六分団におかれま
しては、城下地域の消防・防
災に日夜全力で取り組まれて
います。敬意を表します。六
月に上田市消防団のポンプ操
法・ラッパ吹奏大会が開催さ
れた際、第六分団員の奮闘に
声援を送りました。
〇地域ふれあい事業について
◆児童公園花壇づくり
自治会役員（四役・土木部
長・各ブロック土木委員）と
ふれあい協議会役員との協働
により六月に実施しました。

自治会長

平成三十一年度前半を経過して
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木々の緑と花の彩りが鮮やか
な心地良い公園となりました。
◆ふれあい交流広場
ふれあい協議会の事業とし
て、四月から毎月第四金曜日
に実施されています。講師の
インストラクターの御指導に
よる「いきいき百歳体操」で
リフレッシュ、茶話会での交
流、ふれあいの輪が広がって
います。
◆城下あいさつ・声かけ運動
「あいさつで明るい未来の
まちづくり」をスローガンに、
南小学校正門前、みのり保育
園舎前、中之条公民館の交差
点において、自治会役員とふ
れあい協議会役員が街頭での
声掛け運動を、三月と七月に
実施しました。
子どもたちの元気な声が地
域に広がりました。
〇念仏堂跡地について
昨年解体撤去された念仏堂
跡地について、総会の決議に
基づき、今後の利活用等を総
合的に検討するため、「念仏
堂跡地検討委員会」を設置し
ました。
次の皆様に委員をお願いし、
検討が進められています。
委員長 西澤 誠（第三ブロック）
委員
田中 剛（第三ブロック）
〃
田中敏男（第二ブロック）
〃
中澤憲二（第八ブロック）
〃
中澤伸夫（第五ブロック）
〃
中沢 賢（第三ブロック）
〃
西沢信義（第三ブロック）

＊委員五十音順 敬称略
自治会からは、正副会長両名
が参画しています。
〇道路等環境整備について
①北天神町古吉町線道路整備
国道一四三号線の道路拡幅
改良工事として、事業着手か
ら十二年を迎える中、三好町
工区が完了、現在進められて
いる御所地区の拡幅工事もほ
ぼ完了、中之条地区では用地
買収が完了、電線類地中化工
事が始まりました。
七月に「道路拡幅促進会」
が開催され、上田建設事務所
から中之条地区の今後の計画
が示されました。今年度にお
いて電線類地中化工事、次い
で道路拡幅工事を行い、令和
三年度中の完成を目指すもの
となっています。関係者の御
努力に感謝を申し上げ、早期
の完成を願うものです。
②自治会内道路工事
昨年度各ブロックから要望
された工事関係の内、緊急度
の高い箇所から順次施工され
てきております。引き続き未
実施工事の早期の着工と本年
度の新規箇所について、市は
じめ関係機関に要望しました。
③その他（水路・農道関係他）
◆継続して要望している箇所
について、市土地改良課職員
と自治会関係者により現場確
認を行い、早期着工に向け改
めて要望しました。
◆第六ブロック内の防犯灯一

基について、住宅地造成工事
の施工に支障があることから
撤去しました。本年度におい
ては、三基新設の予定です。
〇城下まちづくり未来会議
設立三年目を迎える中、六
月十五日城下地区防災センタ
ーにおいて総会が開催されま
した。事業計画・予算等が承
認され、城下地区全体に共通
する課題解決に向け本年度の
取り組みがスタートしました。
十月には住民アンケートが
予定されています。
役員は、次のとおりです。
会長
沓掛 勝也 御所
副会長 増澤 吉雄 中村
〃
小坂井正明 御所
〃
小野澤義和 中村
事務局長 中澤照夫 中之条
会計
今井 洋幸 諏訪形
顧問
小坂井二郎 中之条
相談役 宮下 省二 諏訪形
その他委員十三名、監事二名
が選任されました。（敬称略）
〇城下地区自治会連合会
本年度は、次の役員体制で
取り組んでいます。
会 長 中澤照夫
中之条
副会長 岡部昭夫
御所
副会長 林 俊美
中村
会 計 柴田大八
千曲町
評議員 内川冨士夫 朝日ヶ丘
評議員 手塚正行
須川
評議員 西入信夫
小牧
監 事 古平 茂
三好町
監 事 窪田和人
諏訪形
＊敬称略

上田わっしょい
経過報告

タリアカラーの蛍光リストバ
ンドを付け、子供たちは両手
に鳴子を持って景気のいい音
で踊りを活気づけました。あ
たりが暗くなり提灯の灯りが
ゆらめいてお祭りの雰囲気が
盛り上がってきた頃には、踊
りも熱を帯び、子供たちのわ
っしょいの掛け声も一際大き
くなってきました。
祭りの後半、我が連が海野
町の通りに入る頃から降り始
め、そのうち雨足が激しくな
って皆んな濡れ鼠の状態。ご
老体気味の方々はちょっとし
んどい様子でしたが、子供た
ちはへっちゃらで、元気いっ
ぱいに最後まで踊りぬいて、
わっしょいを無事に終えるこ
とができました。
最後に、わっしょい参加に
あたり、ご寄付の支援をいた
だいた区民、事業所の皆様、
踊りの指導や諸々の準備にご
協力いただいた皆様に心より
感謝を申し上げます。また、
大勢の子供たちを束ね見守っ
ていただいたＰＴＡの皆さん、
連の運営等に携わった公民館、
自治会のスタッフの皆さん、
大変お疲れさまでした。そし
て、中之条のパワーを存分に
発揮してくれた子供たち、本
当にありがとう。
一年生が踊り披露

上手な子に自治会長から表彰状

練習１回目、踊りの模範指導

実行委員長 中沢 守人

七月二十七日、台風が上陸
し接近する中、第四十八回上
田わっしょいが開催されまし
た。我が中之条は、小学生を
中心に総勢約二百名の巨大な
連。昼頃から雨模様で、昨年
（開催中止）
の二の舞かと思い
きや、そのうちにピタリと止
んで実施の運びとなり、一同
ほっと胸をなでおろしました。
子供たちは二回の練習に参
加して踊りを磨き、やる気
満々。皆様の協力によりお神
輿など祭りの準備も万全。公
民館にて、おにぎりで腹ごし
らえをし、全員でときの声を
上げ、午後五時半、バス四台
を連ねて出陣となりました。
中之条連は、中央交差点の
角に陣を置き、先頭が中澤照
夫自治会長他役員、次に踊り
指導の皆さん、続いて子供た
ちの一団、それを囲んで隊列
指導のＰＴＡの方々、その後
ろに飾り屋台のリヤカー、し
んがりは中之条と大書された
お神輿、という陣構え。
午後六時半、わっしょいの
開始。今年は、コンテストで
アピールするために、皆でイ

皆で連神輿の飾り付け

練習２回目、本番さながら
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出陣前の腹ごしらえ

指導の先生を先陣に踊りスタート

中之条連スタンバイ

指導の先生を先陣に踊りスタート

ほっと一息、
エネルギー補給

おじさんたちも絶好調

子供たちはパワー全開

まだちょっと緊張気味
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踊り終盤、
元気いっぱいの濡れ鼠

戦いすんで、お疲れさまでした

竹

田 貴

一

大会結果
★ビーチバレーボール
優 勝 第一ブロック
準優勝 第三ブロック
第三位 第五ブロック
第四位 第八ブロック

子どもと大人で考えよう」と
いうことで、城南公民館の社
会教育指導員、矢澤智都枝先
生を講師にお迎えして開催さ
れました。ネットトラブルが
増えるなか、どう子どもたち
と向き合うかを学びました。
◆球技大会 六月十六日
ソフトボールは、前日から
の雨のためグラウンドの状態
が悪く競技を断念しました。
ビーチバレーボールは、子
育て中のお母さん方や中高生
の皆さんの活躍で大変盛り上
がりました。また、中之条バ
ックアップクラブの塚田吉和
さんの豚汁も大好評でおいし
く頂きました。
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。ありがとうご
ざいました。

公民館長
暑中お見舞い申し上げます。
日頃、地域の皆様には公民館
活動に対し深い御理解御協力
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、今後の更なるご支
援ご協力をお願い致します。
◆道祖神祭り
一月二十六日
小雪の降るなか、道祖神祭
りが中之条区内八カ所で行な
われ、自治会四役、公民館五
役、小中ＰＴＡ、育成会等の
役員にてお参りしてまいりま
した。少子化で小学生が少な
いなかでも、地区の子どもた
ちが助け合い、厳しい寒さも
ものともせずに活動していま
した。
◆城南地区分館対抗
ペタンク大会
五月十九日
城南公民館参加の十五分館
の選手が集い、和やかに開催
されました。我が中之条チー
ムも奮闘しましたが、十一位
の成績でした。おつかれさま
でした。
◆青少年育成懇談会
六月八日
テーマ「ネットの使い方を
ペタンク大会

自治会、公民館、PTA役員

道祖神

ビーチバレー優勝の第１ブロック

球技大会の様子

青少年育成懇談会

中之条公民 館
平成三十一年度上半期活動
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◆上田わっしょい
七月二十七日
自治会主催の上田わっしょ
いは、公民館役員、運営委員、
ＰＴＡ役員全員参加で盛り上
げました。
詳細は、中沢わっしょい実
行委員長よりご報告がありま
す。

下半期活動予定
◆ふるさと夏祭り
八月十五日十六時より公民
館行事として最大イベントが
行われます。地域の皆様をお
待ちしております。真夏のひ
と時是非ご参加下さい。

■今後の予定
◎敬老祝賀会
九月十四日 （土）
◎第二回ペタンク大会
九月二十二日 （日）
◎人権講座
十月十二日 （土）
◎城南公民館運動会
十月二十日（日）
◎しいのみ園合同文化祭
十月二十七日（日）
◎各部活動報告会
十一月十日 （日）
◎親子しめ縄教室
十二月一日 （日）
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南小ＰＴＡ活動
高橋 美都

南小ＰＴＡ 支 部 長

令和元年度、南小ＰＴＡ支
部長を務めさせて頂いており
ます高橋です。宜しくお願い
いたします。
中之条支部には今年度、二
百三十名と多くの児童が在籍
しており、この大役を務めて
いけるか不安でした。しかし、
副支部長をはじめ育成会長・
副育成会長、連絡員の皆様の
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。
六月には、四中ＰＴＡと合
同で地区懇談会を開催しまし
た。お忙しい中、来賓の皆様、
小中学校の先生方にご出席頂
き、「子どもの安全・健全な
育成のための取り組みについ
て」貴重なお話をして頂きま
した。子どもを取り巻く環境
が時代と共に変化している昨
今、こんなにも多くの方が子
どもたちを見守る活動をして
くださっている事を知る良い
機会になりました。本当にあ
りがとうございました。
また同じ日に、『南小ＰＴ
Ａ中之条支部 会則』が発足
しました。一昨年の支部長よ
り発案された会則作成につき
ましては、歴代支部長、役員、
連絡員のご協力により原案を
作成して頂き、その後、昨年

の支部長の元、全戸配布し集
めた意見を元に方針を固めた
時点で今年度引き継ぎました。
再度、誰もが見やすくわかり
やすい会則にすることを目標
に最終案を作成、全戸配布し
意見を集め、地区懇談会で承
認を得ることで、無事に発足
となりました。これもひとえ
に、今までの役員の方々の熱
い想いと絶え間ない努力のお
かげで成し遂げられた事だと
思います。心より感謝申し上
げます。今、中之条地区は新
しい住宅が立ち並び、たくさ
んの転入がある地域です。毎
年会則を配布することで、地
域のことをまだよく知らない
方たちにも、南小ＰＴＡ中之
条支部の活動を知るきっかけ
になると思います。また、会
則に運営方針や免除規定等を
明記しました。子どもたちの
ために、よりスムーズな支部
活動が可能になることを心よ
り願っております。
これから上田わっしょいに
始まり、城南運動会や道祖神
など地域の方々と触れ合う行
事が目白押しです。子どもた
ち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、力を合わせて頑張りま
す。今後ともご協力、ご指導
の程よろしくお願いいたしま
す。

四中ＰＴＡ活動
四中ＰＴＡ支部長

がネットトラブルに巻き込ま

れた時にはどこへ相談するの

どよろしくお願いいたします。

ＰＴＡ役員紹介

がよいのか？」との質問も出
小
学
校
小島 香世子
支部長
高橋 美都
され、ネットトラブルに関す
副支部長
中村真規子
る関心の高さがうかがえまし
令和元年度、四中ＰＴＡ中
〃
市村
彩
た。これからも家庭や地域で
之条支部長を務めさせていた
育成会長
井澤 信子
副育成会長
菅
百合
子どもたちを見守っていくこ
だいております小島です。よ
〃
田守あずさ
とが出来ればと切に願ってお
ろしくお願いいたします。
校外指導委員 若林 聡子
ります。
今年度の中之条支部は、九
〃
田中 春霞
八月からの行事といたしま
十五名の生徒が在籍しており、
〃
松尾 羅夢
〃
菊池 優子
しては、八月四日（日）に地
生徒数が大変多い地区となっ
〃
宮澤 尚子
区生徒会行事として中之条地
ております。このような大役
交
通
安
全
委
員
竹
内
和
美
区奉仕活動でゴミ拾いを行い、
を仰せつかり責任の重さに身
〃
宮沢
藍
〃
青木 由美
その後ビーチバレーボール大
の引き締まる思いです。至ら
〃
宮島 美可
会を行いました。また、八月
ぬ点も多々ありご迷惑をお掛
育成会担当委員 中島 百合
二十四日（土）には四中バザ
けしますが、副支部長をはじ
〃
松澤 美和
〃
横山 裕香
ーが開催されます。毎年地域
め連絡員の方々のお力をお借
〃
大澤 佳奈
の皆様に多大なご協力を賜
りし、また自治会、公民館の
〃
小宮山真由美
り、大きな成果を上げること
役員の皆様にもご協力いただ
〃
諸山 直美
〃
田中 智江
ができ大変感謝しております。
き、ＰＴＡ活動を行うことが
〃
成澤 清子
二十四日十三時から開催され
出来ております。
〃
内藤 舞子
ますのでぜひお越しください。
先日は、地区懇談会を南小
〃
小関 敏子
九月にはセルリアン祭が行
中之条支部と合同で開催させ
中学校
われ、二十七日（金）は体育
ていただきました。自治会長
支部長
小島香世子
の中澤様、公民館長の竹田様、 祭が、二十八日（土）には、
副
支
部
長
栁
澤
泉
合唱コンクールが行われます。
主任児童委員の岡村様による
連絡員
塩㟢
泰
〃
中澤 千晴
子供たちの活動をご覧いただ
地域活動や子供のネットトラ
〃
長尾 恭照
ければと思います。
ブルに関するお話しなどをし
〃
水野 博美
これからもＰＴＡ役員一同
ていただきました。当日は来
〃
加藤ウィナワティ
〃
中沢 有香
力を合わせて活動を行ってい
賓の皆様、小学校の先生、四
〃
濱村 知美
きますので、今後とも引き続
中の先生にもご参加いただき
〃
南村奈央美
きご協力、ご指導ご鞭撻のほ
ありがとうございました。参
〃
中澤 孝光
〃
井澤 信子
加保護者中から「実際に子供
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宮澤こころ

私が今がんばっていること
南小六年生

私が今一番がんばっている
事は、合唱部の部活です。合
唱部に入ったきっかけは、小
さい頃から歌が好きで、三年
生の三月、友だちを誘って入
ったためでした。
五年生で初めてＮコンのス
テージに立った時、きんちょ
うして、上手く歌えるか心配
でした。でも、本番の前には
講師の先生のたくさんの指導
や、こ問の先生の一生けん命
な指導としきがあってステー
ジで歌い始めたころには、一
気にきん張の気持ちはなくな
り、笑顔で歌うことができま
した。
そして六年生になり、私は
パートリーダーとなりました。
そして、他にも変わった事が
あります。それは、こ問の先
生です。六年で、音楽の先生
が変わったからです。とても
明るい先生で、部員からも親
しまれています。朝のトレー
ニングや指導方は一気に変わ
りました。今ではみんなもな
れてきていて、今は曲の中身
や言葉の意味、チッチ（課題
曲）の気持ちに合った歌い方、
曲の場面を想像する事などを
練習しています。Ｎコンに向
け、自由曲伴奏の外部の方、
こ問の先生とこれからもがん
ばっていきたいです。

田守耕太朗

中之条・千曲町育成会
野球部キャプテンになって
南小六年生

僕が三年生から野球を始め
たのは、家族に勧められたの
がきっかけです。最初はルー
ルや野球の基本を全く知らな
かったので不安でいっぱいで
した。
ですが監督やコーチの方々
の粘り強い指導のおかげで野
球が楽しいスポーツだという
ことを知ることができました。
また楽しいと思えた重要なポ
イントは一緒に野球をやる先
輩や友達、後輩の仲間がいた
ことです。
特に覚えているのは、入部
一年目の時の試合です。ベン
チはしっかり温めたその試合
で銅メダルを獲得したことで
す。その時の先輩たちのプレ
ーがすごく野球を楽しんでい
るように感じました。
今回キャプテンの大役を任
され、まだまだ慣れず、大き
な声を出したり部員をひっぱ
ったりしていくことができて
いません。でも僕は野球が楽
しいので、朝早くからの練習
も休まず行っています。部員
全員がそのように思ってもら
えるようなチームになるよう
これから頑張っていきたいと
思います。また僕が感じたよ
うな試合のプレーからも楽し
さを伝えたいです。

芽依

バスケ部に入部して
四中三年生 小島

私は、バスケットボール部
に所属していました。私たち
の目標は「笑顔で上小優勝、
東信ベスト四、県大会一勝」
でした。しかし、県大会へ出
場できず、私たち三年生は引
退しました。
でも、目標としていた「笑
顔」はどこのチームよりも達
成出来たと思います。四中女
バスは三年生十三人、二年生
六人、一年生十二人と合計で
三十一人もいたので賑やかで
楽しく笑顔が絶えないチーム
でした。
一年生の時は、辛い練習や
走るメニューがあるたびに嫌
な顔をしながらダラダラと練
習をしていました。でも、先
輩が引退した後の二年生の夏
休みは「今度は先輩としてチ
ームを引っ張っていかない
と」という気持ちで、全力で
お互い声を出して練習をする
と今まで苦しかったメニュー
が少しずつ楽しくできました。
その時に、声を出す事や笑顔
でいることの大切さを学び、
二年生の夏から今まで、チー
ムの笑顔のおかげで辛い事も
乗り越えられました。結果が
出ず悔しいことも沢山あるけ
れど、悔しい気持ちを学んだ
事は、次につなげていきたい
です。

部活動を終えて

四中三年生 栁澤

菜月

私は、バスケットボール部
に所属していました。一年生
の頃は練習の準備、片付け、
先輩の応援などで忙しかった
けれど、優しい先輩方に恵ま
れ、部活が楽しいと思ってい
ました。
しかし、頼もしい先輩がい
なくなって自分たちの代にな
ると、自分たちで何とかしな
ければいけないことも増えて
つらいと思うことの方が多く
なりました。夏休みなどの長
期休暇の練習は特にきつかっ
たです。そんな中、苦しい練
習中でも仲間と励まし合いな
がらがんばりました。声を出
して必死にがんばって達成で
きた時の達成感はなかなか味
わえないと思います。そうい
う経験を経たからこそ、仲間
の大切さ、チームワークが深
まったと思います。
私たちの部は、悔しくも東
信大会で敗退となりました。
もちろん、結果は大事ですが、
私たちはそこまでの過程が何
より大事だと思います。中学
校の部活動で学んだ苦しい時
でも耐え抜く力、常に努力す
ることはこれから社会に出て
も必要なことです。多くのこ
とを学べた二年半でした。

光弘

青少年育成推進指導員

人権教育の推進について

新村

今年度公民館活動の青少年
育成自治会懇談会が６月８日
（土） 時より公民館大広間
にて開催致しました。
今年は「子どもたちをネッ
トトラブルから守るために」
をテーマとして城南公民館、
社会教育指導員の矢澤智都枝
様を講師に招き講演して頂き
ました。
昨今、ネットの普及により
たくさんの人達と簡単に知り
合うことが出来る反面、トラ
ブル・犯罪に巻込まれてしま
う可能性があります。そこで
もう一度、子どもたちをネッ
トトラブルから守るために大
人達が知識を持って子どもた
ちを支えることが出来たらと
思いテーマ選定致しました。
講演はスクリーンを使って
実際あったネット犯罪の実例
を動画で流し、講師と参加者
一緒になって考え、意見の交
換が出来、大変勉強になった
講演でした。最後にアンケー
ト用紙にたくさんの方々から
感想、要望を頂きました。
「ネット社会の危険が身の
回りに多く存在していること
を実感し社会・地域が守って
いく必要がある」「次回は子
どもたちと一緒に考えていき
たい」
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康子

ふれあい協議会だより
会長 田中
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
して参ります。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出来、
又ご高齢者の健康寿命が長く
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、七十五歳以上の独
り暮らしの方を訪問させてい
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
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
皆様のご協力で、専門の講師

をお招きして「いきいき百歳
体操」を、また丸子中央病院
の言語聴覚士さんによる「口
川辺交番所長 平沼
毅
腔について」等々、生活の中
暑中お見舞い申し上げます。
で役立つお話をして頂いてお
中之条自治会の皆様におか
ります。その後、茶話会を楽
れましては、ますますご清祥
しんでいます。子育て中の親
のこととお喜び申し上げます
御さんや、男性の方にも是非
とともに、日頃から地域の安
ご参加いただきたく、皆様の
御参加を心よりお待ちします。 全・安心のため、ご尽力いた
だきありがとうございます。
皆様のより一層の安全・安
今後の予定
心のために、川辺交番から二
◎ふれあい交流広場
点申し上げます。
公民館大広間にて、来年三
●キャッシュカードを渡さな
月まで毎月第四月曜日の午前
い
十時から十二時頃まで。
最近被害が多くなっている
◎上田わっしょい参加
事件は、キャッシュカードを
◎中之条夏祭り
だまし取られるものです。
◎敬老祝賀会
その手口は、自宅の電話に、
◎しいのみ園合同祭お手伝い
警察や金融庁、銀行協会等の
◎健康教室
職員を名乗って電話してきま
す。
ふれあい協議会役員
「キャッシュカードを新し
会長
田中 康子
くしないといけない」と信じ
副会長
竹田 貴一
込ませ、自宅や指定された場
会計
西沢 富美
所でキャッシュカードと暗証
役員
中澤 照夫
番号を書いた紙を封筒に入れ
高橋 義幸 荻原 宏樹
させて、別のカード入りの封
須崎 一弘 西沢 初子
筒とすり替えるというもので
山岸 紀子 吉原 静枝
す。
岡村さつき 新村 光弘
直接現金を渡さないから大
高橋 美都 小島香世子
丈夫ということはありません。
麻沼 孝子 田中 映子
犯人グループはすり替えた
松本寿美子 須崎 美代
キャッシュカードを使い、す
小澤 宏次 市川千恵子
ぐにＡＴＭで現金を下ろしま
藤沢 清次
す。

そのような被害に遭わない
ためにも、
○キャッシュカードを他人
に渡さない。
○暗証番号を他人に教えな
い。メモで渡さない。
ようにしてください。
警察や銀行協会等の職員が、
キャッシュカードを預かるこ
とはありません。暗証番号を
聞くこともありません。
もしそのようなことを聞か
れたら、詐欺を疑ってくださ
い。
詐欺被害を防ぐ方法は、
○おかしいと思ったら、相
手の言いなりにならない。
○すぐに家族等に相談する。
ことです。
自分だけは「大丈夫」と思
わず、今までに経験がないこ
と、自分が知らないこと、な
んだかしっくりこないことは、
すぐに家族等に相談しましょ
う。
どんなに急がされても、ま
ず家族等に相談してみましょ
う。
●夜光反射材を活用
夜間、自動車のライトで照
らせる距離は、下向きで約
四十メートル、上向きで約百
メートルです。
着ている服の色にもよりま
すが、歩行者等がいることを
認識できる距離は、自動車の
ライトで照らせる距離より短

い距離です。
時速四十キロで走行してい
たが、道路を横断する歩行者
をひいてしまったということ
もありえます。（時速四十キ
ロでは、停止距離が最低二十
二メートル必要です。）
もし、そのとき歩行者が夜
光反射材を身につけていたと
すれば、約百メートル手前か
ら見えていたことでしょう。
路面状況、道路の明暗、道
路形状という条件が違えば、
必ずとは言えませんが、夜間、
夜光反射材を身に着ける有効
性は否定できません。
夜間、自転車に乗るとき、
歩くとき、夜光反射材を身に
つけてください。あらかじめ
靴のかかとや、バッグに夜光
反射材を付けておくのもいい
方法です。その一手間が自分
の命を救うことになるかもし
れませんし、自動車を運転す
る方への思いやりかもしれま
せん。
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。

中
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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

荻原宏樹

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。
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 15 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15日現在 納入状況 7月15日現在

世帯数

事業所数

第１ブロック

112

0

873,300

112

44,800

第２ブロック

151

9

1,194,650

97

38,800

第３ブロック

185

9

1,421,200

95

38,000

第４ブロック

74

6

643,200

35

14,000

第５ブロック

154

3

1,251,400

108

43,200

第６ブロック

173

0

1,261,661

60

24,000

第７ブロック

122

4

1,028,879

55

22,000

第８ブロック

143

1

1,249,200

92

36,800

1,114

32

8,923,490

654

261,600

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。

208,500

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
◎緑の募金
◎城下自治連負担金
◎自治会活動保険料

860,000円
35,000円
34,000円
138,348円

◎日本赤十字社活動資金
◎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

46,000円（7月15日現在）
692,500円（7月15日現在）
446,000円（7月15日現在）
430,000円）

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 令和元年
九月十四日㈯
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
・マジックショー・物真似
・カラオケクラブ飛入り歓迎

令和元年八月盛夏
自治会
中澤 照夫
会 長
高橋 義幸
副会長
荻原 宏樹
会 計
総務部長 須崎 一弘
自治会協議員一同
公民館
竹田 貴一
館 長
吉原 弘雅
副館長
羽田 幸彦
主 事
髙木 禎久
会 計
青少年育成指導員
新村 光弘
公民館運営委員一同
千曲藻編集委員一同

今年度の協議委員となり、
千曲藻の編集委員の役を頂き、
早くも半年以上が過ぎました。
私が中之条地区に住んで、
約二十五年近くとなります。
過去に何回か地区の自治会
の仕事にも携わらせて頂いて
きましたが、当時は若輩者で
ありましたので、ただ一年間
が過ぎていったという印象で
した。
今では当時と違い、地域の
中でも中堅の立場に立とうと
いう年齢にもなってきました。
普段の生活の中では、何か
につけて隣御近所の方達とも
ご挨拶程度のお付き合いしか
できておりませんが、あらた
めて役が回ってきますと、こ
の中之条という地域の中の一
員として暮らしているのだと
いう事を強く感じております。
さまざまな人が、何かの御
縁があって、この中之条とい
う地域に住み暮らしている事
実を、皆様で共有し寄り添い
合い盛り上げていけるように、
私も微力ながら、関わらせて
いければと考えております。
最後に、中之条は、本当に
良き所です。
（竹田）

