残暑厳しき折、皆様にはお
元気でお過ごしのことと推察
いたします。
日頃、自治会活動にご協力
いただきありがとうございま
す。
本年度の前半が終了したわ
けでありますが、横浜港への
クルーズ船の寄港ごろから日
本国内での新型コロナウイル
スの感染が広がり始め、三月
八日には上田市の方の感染が
確認され、緊張が高まりまし
た。その後、上田市では単発
的な感染が報告されましたが、
幸いにも感染拡大には至りま
せんでしたが、上田市の公的
施設は、閉館や使用粛清の通
達が出ました。中之条は使用
人数を少なくしたり、手指の
消毒をしたりして、最小限の
使用としました。定例の協議
会も四月、五月、六月は中止
し、書面による連絡としまし
た。歴代四役の懇談会、環境
整備、児童公園や墓地公園の

も く ず

西

澤 信

第１７１号
義

中之条自治会

植栽も中止しました。関係団
体の総会はすべて中止。学校
関係の卒業式、入学式もすべ
て中止となりました。夏の風
物詩、上田わっしょい、花火
大会、中之条夏祭りも中止と
なりました。六月に入り、だ
いぶ落ち着いてきましたので、
後半からできる自治会活動を
再開しました。コロナに関し
てはすぐに収束することはな
いので長期的な対応が必要で
す。手洗いの励行、不要不急
の外出を控える、会合も短時
間で終了するなど工夫して乗
り切りましょう。
上田市への要望、補助金の
申請などは遅滞なく進めてお
ります。土木工事につきまし
ては、昨年の台風十九号の災
害復旧が優先され、自治会要
望が後回しになることがあり
ますがご了承ください。今年
も九州や南信濃での豪雨災害
が起こっています。城下地域
には水害時の避難場所があり

自治会長

令和二年度前半を経過して
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ません。行政にお願いするだ
けでなく、いざという時の避
難場所、避難経路を想定し、
自分の身は自分で守ることを
きもに銘じて訓練等にも積極
的に参加してください。
身障者や高齢の方の救護な
どを目的とした、福祉マップ
の作製にも着手しています。
対象者の近隣の方にはお手伝
いいただく場面もあるかと思
いますがよろしくお願いしま
す。自治会の住宅地図につき
ましても、新しい住宅、道路
ができていますので修正作業
中です。できるだけ早めにお
届けできますよう頑張ります。
中之条の環境整備につきま
しては、防犯灯の設置が三灯
許可になりましたので、第四
ブロックへ設置の予定です。
小河川の治水については水利
係、六ヶ村堰係と連絡を取り、
こまめに注意していきます。
新保酒店様裏二ヶ村堰の立木
が倒木の危険があると判断し、
六ヶ村堰の協力を得て伐採し
ました。水門の改修について
もお願いをしています。近隣
の方には草刈りなどのご協力
をお願いします。
将来的に、公民館の建設や、
防災拠点の建設なども視野に
入れて、資金の積み立てなど
も考えていく時期と思います。
区民の皆さまが安心して暮
らせる地域つくりを目指しま
す。

公民館活動の中間報告

中澤

政嗣

公民館活動に欠かせない区
民の方々のふれあいの場であ
るクラブ活動の紹介並びに会
員募集のご案内を本号に掲載
させて頂きますので、興味の
ある方・何か趣味を持ちたい
方はクラブ責任者にご連絡を
お願い致します
（見学も良いと思います）

今後の行事計画につきまし
ては、状況を鑑みて、自治会
と協議しながら可能な限り開
催したいと考えておりますの
で、ご支援ご協力の程宜しく
お願い致します。

③人権同和教育実務研修会
④ 青少年育成推進指導委員会
⑤ 青少年育成指導員合同会議
⑥分館報チラシ作り講座
⑦分館役員懇談会
⑧人権同和教育基礎講座
⑦ペタンクジュニアスポーツ大会
⑨青少年育成市民会議

⑧）が中止となりました。

以降３月～７月迄の行事（③～

⑤夏祭り８月中止
⑥運営委員会延期６月迄
＊公民館５役会は毎月実施
二．城南公民館主催行事等
①分館４役会議出席２月
② 上小東御研修会３役２月出席

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
活動に対し深いご理解ご協力
を賜り厚く御礼を申し上げま
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。
本年度は世界規模でのコロ
ナウイルス蔓延により、３月
以降、予防策を徹底し上田管
内での発症は抑えられていま
すが、既に長野県内でも感染
された方が多数おり、予断を
許さない状況が続いています。
６月全国一斉に自粛解除と
なりましたが、人の行き来に
よるクラスター第２波の到来
も心配されるところです。
公民館活動として、城南公
民館行事を含め、当初計画し
た行事も中止とせざるを得ず
区民の方々との交流の場を設
けることが出来ず、誠に残念
なことです。

以下に年初からの計画事項
等につきまして状況報告させ
て頂きます。
一．自治会内参画と対応
①道祖神５役お参り１月
②補導活動・環境確認２月
③人権講座６月中止
④球技大会６月中止
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支部活動について
宮澤 藍

南小ＰＴＡ 支 部 長

令和二年度、ＰＴＡ支部長
を務めさせていただいており
ます宮澤です。よろしくお願
い致します。
中之条支部には今年度、二
百四十五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が、副
支部長をはじめ育成会長・副
育成会長、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、
新型コロナウイルス感染拡大
による学校休校など、異例の
事態が続く中でのスタートと
なりました。毎年六月に開催
しております小中学校合同の
地区懇談会ですが、地域の皆
様を始め多くの関係者の皆様
の健康・安全面を考慮し、例
年とは異なり書面議決という
形で開催をいたしました。
年間通して実施している街
頭指導と防犯パトロールでは、
保護者の皆様と協力し、事故
や事件に巻き込まれる事が無
いように、地区内の危険箇所
や危険行為等について学校と
情報を共有し、子供たちの安
全確保につとめております。

八月には、子供たちが楽し
みにしている夏休みが控えて
おります。一学期が延長にな
った事により毎年三日間行っ
ているラジオ体操は、一日の
み行う予定となりました。同
日には自治会と合同での公共
施設清掃も開催予定です。
十一月には、お楽しみ会と
して例年より規模を縮小した
形で、映画鑑賞会を企画して
おります。
今回の感染症の世界的大流
行により、今まで当たり前と
思っていた日々の生活がいか
に感謝すべきありがたいこと
だと「気付く」ことが、それ
ぞれにあったと思います。こ
れから先、地域の皆様の当た
り前の生活を守るために、一
人ひとりがその時々で迷いな
がらも最善の決断をしていけ
ればと思っております。
様々な行事が中止となる中、
日頃から子供たちを温かく見
守ってくださっている地域の
方々と触れ合う機会に積極的
に参加してもらい、地域の皆
様との交流を通してお互い有
意義で楽しい時間を過ごせる
よう、感染対策や安全面に留
意しながら、ＰＴＡ役員一同
力を合わせて精一杯頑張って
いく所存でおります。
今後とも、ご指導、ご協力
の程よろしくお願い致します。

四中ＰＴＡ活動
滝沢 真樹

四中ＰＴＡ支部長

令和二年度、四中ＰＴＡ中
之条支部長を務めさせていた
だいております滝沢です。よ
ろしくお願いいたします。
中之条支部は、今年度八十
四名の生徒が在籍しており、
四中支部の中でも生徒数が大
変多い地区となっております。
その地区の支部長という大役
を仰せつかることとなり、当
初はやっていけるのだろうか
と不安でいっぱいでした。そ
れでも副支部長をはじめ連絡
員の皆様の力をお借りし、ま
た自治会および公民館の役員
の皆様にもご助言とご協力を
頂くことで、至らぬ点が多々
あり、ご迷惑をおかけしなが
らですが、なんとか現在にい
たっております。
ここで本来であれば、ＰＴ
Ａ活動のご報告ができればよ
かったのですが、コロナ禍の
ため今年度は、例年のような
活動を行うことが難しい状況
が続いており、このような経
過になっていることが残念で
あり、皆様に対して申し訳な
い気持ちでいっぱいです。
四月、入学式と始業式が終
わり、いよいよ新しい年度の
始まりと気持ちを新たにした
のもつかの間、緊急事態宣言

滝沢 真樹
沓掛 真希
後藤 早苗
松村 孝子
西澤 真実
藤松 志乃
篠原かおり
栁澤よう子
金井 一美
山岸 絵理
田中 智江
河原 絵理
宮原
恵

宮澤
藍
横山 裕香
小関 敏子
片所 由生
中島 百合
有井 夏子
久保 明子
水野 明美
隠岐 麻美
川本 里沙
小宮山益代
関
舞衣
田中久美子
上原可奈子
西川亜里沙
北澤由紀江
小西 順子
丸茂 由美
丸山
泉
古畑とみ子
的場 杏奈
宮川さゆり
新海 愛子
横沢 絵美
藤井美由紀

ＰＴＡ役員紹介

の発令により二ヶ月の休校と
なりました。六月になり、や
っと学校が再開したことで、
小学校
少しずつ日常生活が戻ってき
支部長
ていますが、コロナウイルス
副支部長
〃
感染拡大を予防する必要から
育成会長
三密の回避をはじめ「新しい
副育成会長
生活様式」での生活が必要な
〃
状況が続いており、六月まで
校外指導委員長
に予定していた地区懇談会の
校
外
指導委員
開催や夏の地区行事などにつ
〃
いては中止せざるを得なくな
〃
〃
りました。毎年、地域の皆様
交通安全委員
に多大なご協力を頂いていた
〃
八月の四中バザーも中止とな
〃
っております。
〃
九月のセルリアン祭、体育
〃
祭、合唱コンクールも今後ど
〃
〃
のようになっていくのか、先
〃
行きが見えない状況にありま
育成会担当委員
す。
〃
今後の活動につきましては、
〃
生徒・保護者の皆様の健康と
〃
安全を例年以上に配慮してい
〃
〃
くことを第一に考えた上で、
中学校
実施の可否を検討し、取り組
支部長
んで参りたいと考えておりま
副支部長
す。
連絡員
積極的な活動を行い辛い状
〃
況にはありますが、ＰＴＡ役
〃
〃
員一同、力を合わせ、知恵を
〃
出し合い、支部の活動につい
〃
て検討し取り組んで参りたい
〃
と考えておりますので、今後
〃
とも引き続き、ご協力、ご指
〃
導の程よろしくお願いいたし
〃
〃
ます。
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永田 紗羅

私がずっとがんばっていること
南小六年生

私がずっとがんばっている
ことは、バレエです。バレエ
教室へ見学に行き、「やりた
い」と思い、一年生のころか
ら習っています。
初めは「楽しい」という気
持ちでやっていましたが、だ
んだん上手くなって、一年経
たないうちに、そのクラスで
一位になりました。そこから
私は、「もっと上手になりた
い」と思い、週に二回バレエ
に通いはじめました。
毎回、一生けん命やってい
たので、三年生の時、Ｂクラ
スという、六十三人の中でテ
ストをした結果、六位でした。
なので、一つ上のＡクラスに
行くことができました。その
クラスはＢクラスと比べてと
ても難しかったです。でもす
ぐに、一番上のコンクールク
ラスに行けるようになりまし
た。ここでは、コンクールに
出るためのおどりを一生けん
命練習しました。それだけで
はなく、週に二回だった練習
も、週に四回になり、大変に
なりました。
四年生の時は、プレコンク
ールだったけれど、今は全国
のコンクールに出ています。
今、コンクールに出ること
ができるのは、今まであきら
めずに努力し続けたからだと
思います。これからも努力を
続けていきたいです。

髙橋 七海

放送委員長になって
南小六年生

私が、特にがんばっている
事は、児童会活動です。六年
生になって、私は放送委員会
の委員長になりました。
コロナウイルスの関係で、
昨年予定されていた準備委員
会が中止になり、さらに、休
校の延長が重なり、当初予定
していた企画もいくつか無く
なってしまいました。それで、
前三役から具体的なアドバイ
スをもらえないまま、私は六
年生になりました。
予測不能な事が続き、あわ
ただしい春でしたが、六月中
旬、初めて児童会が行われま
した。どんな事にも対応でき
るように、しっかり準備を進
めたつもりでした。が、実際
には、児童会が初めての四年
生から思わぬ質問をされまし
た。そこで改めて、自分が最
も頼られる存在なんだと、気
づかされました。同時に、そ
れを今までやってきた先輩の
すごさも感じました。先輩達
に負けないように、児童会の
計画をなるべく早くにしたり、
人一倍当番活動をがんばる事
を心がけて、今の四、五年生
のお手本になれるようにした
いです。私が、小学校を卒業
するときに、悔いなく終われ
るように、精いっぱいがんば
ろうと思います。

未尋

バレー部に入部して
四中三年生 沓掛

私は、女子バレーボール部
に所属しています。
私たちの目標は「まずは東
信大会出場、そして県大会」
でした。しかし、今年は、新
型コロナウイルスの影響で三
月から部活もできなくなりま
した。そして、各大会もすべ
て中止となってしまいました。
代替大会として上小中学校体
育大会が開催されることにな
り、今私たち三年生は、この
最後の大会に向けて練習をし
ています。
仲間のお父さんが言った言
葉があります。「バレーはあ
りがとうのスポーツだ」と教
えてくれました。この言葉に
は、「ボールを拾ってくれて
ありがとう」 や「繋げてく
れてありがとう」という意味
があります。二年半、一緒に
苦しい時も、つらい時も、楽
しい時も乗り越えてきた仲間
に「ありがとう」、いつも応
援に来てくれた両親にありが
とう、そしてこれから先もあ
りがとうという感謝の気持ち
を忘れずにしていきたい。ま
た自分もありがとうと言って
もらえるような人間になりた
いと思います。最後にバレー
ボールをやってきたことは私
にとってとても良い経験にな
りました。

陸上部に入部して

四中三年生 滝沢

和佳

私は、陸上部に所属してい
ます。
私 た ち の 目 標 は「一走 懸 命 」
です。これには、一走を懸命
に、大事にして走ろうという
意味がこめられています。私
たちの代が部活を引き継いで
いよいよ夏の大会本番という
ときに、新型コロナウイルス
の影響で大会が中止になって
しまいました。みんな、今年
こそは県大会に出場しようと
意気込んでいたので、とても
残念でした。ですが、その代
替大会として東北信夏季陸上
競技合同記録会という大会が
開催されることになりました。
上の大会に進むことはできま
せんが、三年生にとって正真
正銘最後の大会となるので、
悔いなく満足できる結果とな
るよう、日々の練習を積み重
ねています。
顧問の先生が変わり、今ま
でのトレーニング法とは違う
練習もあったりして、とまど
うこともありましたが、その
中で自分に合った練習法を見
つけていくのが大事だと思い
ました。
陸上部は男女ともに、とて
も仲が良く、互いに高めあえ
ていける最高の部です。ここ
で学んだことをこれからも生
かしていきたいです。

青少年育成推進指導員より

竹内

宏一

青少年育成推進指導員

今年度公民館活動として６
月６日（土）に計画しており
ました青少年育成自治懇談会
は、コロナウイルス感染拡大
防止のため中止となりました。
私たち大人でも経験のない自
粛生活、子どもたちも小中学
校の約２ヶ月間に渡る休日を
はじめ、多方面から制限のか
かる生活となり、見えない敵
の脅威を思い知らされました。
それでも緊急事態宣言が解除
され学校生活が戻ってからは、
子どもたちが楽しそうに外で
遊んでいる姿も度々見受けら
れるようになり、安堵と穏や
かな気持ちになる今日この頃
であります。
少子化が進む中、中之条は
分譲開発も継続し世帯数も
年々増加しております。私自
身、他より転居した身ですが、
とても住みやすく皆様が温か
い地域だと感じております。
こういった点からも、若い世
代・子どもたちが更に増加し
ていくと思います。
悪質な犯罪が増えている昨
今、子どもたちを守るのは私
たち大人です。また成長の過
程で地域の皆様との交流はと
ても大切な経験だと思います。
子どもたちが安心して生活し
ていけるよう、皆様には引き
続きご支援をお願い申し上げ
ます。
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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。
尚、今年度は新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、
残念ながら中止となった行事
が多々あります。
今後の予定
◎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。
◎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
腔について」等々、生活の中
で役立つお話をして頂いてお
ります。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。この広場は、毎月
第四月曜日の午前十時から十
二時頃まで中之条公民館大広
間にて、来年三月まで開催い
たします。
◎しいのみ園合同祭お手伝い
◎健康教室
健康推進委員主催（十月）
協議会役員としては、自治
会四役、公民館長、民生児童
委員、青少年育成指導員、小
中ＰＴＡ支部長、健康推進委
員の二十一名にて運営してお
ります。
ふれあい協議会役員
会長
田中 康子
副会長
中澤 政嗣
会計
田中 映子
役員
西澤 信義
中澤 伸夫 羽田 幸彦
武石 一幸 西澤 康彦
吉原 静枝 藤松 則子
岡村さつき 竹内 宏一
宮澤
藍 滝沢 真樹
須崎 美代 滝澤 弘子
宮沢 友里 羽田 富栄
小澤 宏次 市川 明彦
横沢 幸枝

川辺交番所長 川上

優徳

暑中お見舞い申し上げます。
今年の４月から川辺交番に
赴任してきました交番所長の
川上と申します。
中之条自治会の皆様におか
れましては、平素から警察業
務にご理解をいただき、住民
の皆様と一緒に安全安心なま
ちづくりのために献身的なご
尽力をいただき心から敬意を
表し感謝を申し上げます。
上田市内の犯罪・交通事故
の発生状況は、昨年同時期に
比べて、犯罪についてはやや
増加傾向にあるものの、交通
事故については、減少してい
る状況であります。
しかしながら、未だに特殊
詐欺の被害が後を絶たず、被
害の前兆電話も毎日といって
いいほど架かってきており、
また、交通死亡事故も昨年同
時期に比べて増加しているた
め、安心して生活できる状況
ではありません。
こうした状況から、大きく
分けて次の３点についてご注
意してください。
●キャッシュカードを騙し取
る特殊詐欺被害
最近増加している特殊詐欺
の手口は、自宅の固定電話に
警察官などを装って電話を架

け、その後自宅を訪問し、キ
ャッシュカードの暗証番号を
聞き出して、キャッシュカー
ドを騙し取っていく手口です。
実際に上田市内でも同様の
被害が発生しており、キャッ
シュカードを騙し取られた後、
そのキャッシュカードを使っ
て銀行口座から多額の現金を
引き下ろされる被害が発生し
ています。このような被害に
遭わないために、次の点に注
意しましょう。
○「犯人からの電話を受け
ない」
自宅の固定電話への通
話録音装置の取付け、又
は常時留守番電話設定や
非通知拒否設定を活用し、
メッセージを残さない人
からの電話には出ない。
○「電話を受けてもだまさ
れない」
電話でお金の話やキャ
ッシュカードの話が出た
ら詐欺を疑い、すぐに家
族や警察に相談する。
○「だまされても周囲が阻
止する」
家族や知人等でお互い
に声を掛け合う。
● 高齢者に対する交通事故防止
年齢を重ねると、個人差は
ありますが、身体能力、認知
機能は低下している恐れがあ
ります。特徴として、視野が
狭くなり、一点に固定されが

ちとなります。そうなると、
信号や標識に気付かないなど、
危険を見落としやすくなりま
す。また、遠近を判断する能
力や、脚力、判断力が低下し
ていきます。これらの能力が
低下すると、右左折時に対向
車との距離を見誤りやすくな
ったり、同時に複数のことに
対応するのが困難になり、ブ
レーキ操作が遅れがちになり
ます。
このようなことに思い当た
ったら要注意です。大きな事
故を起こす前に、運転免許の
自主返納も踏まえて、自分の
運転を見直してみましょう。
● 歩行者に対する交通事故防止
子供や高齢者が歩行中に交
通事故に巻き込まれるケース
が非常に多いので、次の点を
守りましょう。
○道路の横断前に一呼吸お
いて、左右の確認
○昔からある生活道路と交
差する広い道路に注意
○夕暮れから夜間、早朝は
明るい服装で反射材をつ
ける
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今年度は上田わっしょいが中止のため寄付金の依頼はありま
せん。
日本赤十字社活動資金、社会福祉協議会会費についてはコロ
ナのため延期しております。

900,000円
35,000円
34,000円
138,600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

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。
112 （0）

228,600
9,298,697
31（−1）
1,218（104）
計

853,383
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金額（円）
金額（円）
事業所数
世帯数

中之条文化財保存基金
納入状況 7月15日現在
自治会費納入状況（7月15日現在）
世帯数、事業所数の横の（ ）は前年７月との増減

幸彦
羽田
会計
中之条自治会

自治会費納入状況等のお知らせ

令和2年8月15日（2020）
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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。
以下の項目につきましては支払い済みを報告いたします。

敬老祝賀会中止の御案内

九月十九日（土）に計画
しておりましたが、コロナ
禍のため中止になりました。
対象となる七十五歳以上
の皆様には記念品をお届け
いたします。

コロナ禍でほとんどの自治会
行事が中止になっています。
記事が少なく、頁数が減りま
したことご了承ください。
【お詫びと訂正】
第百七十号 千曲藻大正琴ク
ラブ クラブ長に誤りがありま
した。
（正）石川ちよみ
☎０９０︱３２１９︱５８２７

令和二年八月盛夏
自治会
西澤 信義
会 長
中澤 伸夫
副会長
羽田 幸彦
会 計
総務部長 武石 一幸
自治会協議員一同
公民館
中澤 政嗣
館 長
南
賢二
副館長
須崎 博雄
主 事
沓掛 勇二
会 計
青少年育成推進指導員
竹内 宏一
公民館運営委員一同
千曲藻編集委員一同

上田市に住み約三十年、う
ち、二十年は中之条自治会に
お世話になっています。三年
前には、自治会四役の会計と
して、中之条の今昔を知り、
未来を考える貴重な機会とな
りました。今年は第三ブロッ
ク長として、協議員となり、
千曲藻の編集委員を仰せつか
っています。
さて、私の住む旧上組（わ
ぜぐみ）は、二十年前は、二
十世帯程度の規模でした。子
育て世代も僅かで、道祖神祭
が存続できるか心配したもの
です。今では、八十世帯を超
え、子供達の賑やかな声に、
日々、元気をもらえます。
次女は今、南小の二年生で、
学習の一環として、自宅で蚕
を飼っています。「桑の葉」
探しに苦労すると思いきや、
自宅周りの道路端や空き地に
自生する桑の木から、朝夕、
新鮮な葉を採集できました。
営繭の様子も初めて観ました。
今でも、農地を記す地図記
号は、「田、畑、果樹、茶畑、
桑畑」の五つです。大阪生ま
れの私には、小学生の当時、
「桑畑」だけは、想像できま
せんでした。中之条の地で、
蚕都上田の隆盛の跡に、触れ
た気がします。
（岡田）
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ソフトボール
花と緑の会
囲碁

信州花フェスタ2019研修旅行

090−4153−1310

対局中

090−4152−9551

敬老会で発表

大正琴

090−8420−3854

フラアロハ

会員

090−1869−8270

ޏȽɀɘȳ

会員

TEL

第２木曜日／月 古見ひろ子講師指導

一江

27名
西沢

介護施設（一期一会）訪問：年3回

３B

会員

TEL

第２月曜日／月 宮洞きさ子講師指導

久子

６名
山岸

介護施設（一期一会）訪問：年3回

６B

時間：午後１時30分〜３時30分

第２水曜日／月 山岸久子講師指導

９名

会員

活動 第４水曜日／月 山岸久子講師指導
石川

TEL

２B

塚田

吉和

TEL

多数

会員

が出来る様、大勢の方とのコミュニケーション作り。

６B

城南公民館運動会応援団指導・自治会の
各種イベントの盛上げを行っています

申込先

活動

紹介 他PTAと連動し、イベントを楽しく・元気の良い活動

城南公民館運動会・自治会各種イベントに公民館OB

申込先

ちよみ

おしゃべりを楽しみ、素敵なひと時を過ごしてます。

紹介 奏のハーモニーに心地よさを感じ、時にはお茶を飲み

和琴と異なり、独特な音色で郷愁を感じさせます。合

申込先

活動 第４月曜日／月練習13時〜15時

のプルメリアの花びら5枚はALOHA！楽しみましょう。

紹介 軽やかな優美な体や手の動きに魅了されます。ハワイ

音楽に合わせ、フラを踊る女性の微笑み、しなやかで

申込先

活動 時間：午後1時30分〜2時30分

敬老会、活動発表会等で練習成果を発表してます。

紹介 大きな声で歌いましょう。年2回日帰り温泉もあります。

童謡、唱歌を歌うクラブです。月1回ストレス解消に

2020年中之条公民館クラブ活動の紹介と会員募集のお知らせ
幅広い年齢層で楽しく活動しています。平日夜のナイ

会員

迎！ 他の自治会の友達と一緒に入部も可能です。

紹介 ターに人が少なく苦戦しています。初心者の方も大歓
毎週土曜日朝6時〜練習（有志）：南小

TEL

28名

石崎 広志

上田市各種大会参加

６B

活動 城下ナイターリーグ戦参加：四中
申込先
花・山野草・盆栽の鉢植えやその管理方法等、

心を豊かにしましょう。

TEL

18名

会員

紹介 知識を深め実践を通じて、草花の魅力に触れて

西澤 和也

四季折々の花や草木に触れあう研修旅行

３B

活動 も行いながら親睦を深めています。
申込先

白と黒の碁石により対局、縦横１９路を使い、戦

会員

さることながら「碁」の面白さは格別です。

紹介 国時代を彷彿させるような領土拡張合戦、将棋も
毎週土曜日／10:00〜17:00

TEL

12名
中沢 守人

東信地区団体戦参加：7月

３B

活動 名人戦・棋聖戦・本因坊戦開催
申込先

都度CDに合わせ全員で歌い個人別におさらい。

他カラオケクラブの方と歌合戦

5名

にか聞きほれるような個性豊かな歌が完成です。

紹介 みんなで聞きながら、ちょっと手直し、いつの間

年3回程度懇親会開催（歌披露）

活動 3か月程度で新曲にチャレンジ

TEL

２B

佐原 紀代子
申込先

もーいい会

会
治
自
条
之
中
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中之条公民館
2020年7月吉日

各部合同発表会

090−8326−7902

敬老会で発表

080−3209−6514

上田市サントミューゼにて

0268−22−6276

城南運動会応援

090−9665−4044

カラオケ

B C

