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中之条自治会

自治会長 西 澤 信 義
煩雑なことも多いでしょうが、
力を合わせて頑張りましょう。
遠くの親戚より近くの他人。
普段から声を掛け合いコミュ
ニケーションがとれていれば
いざという時も安心ですね。
自治会連合会では、保育園や
小中学校、交差点に立って
「おはようございます」と声
をかける「挨拶運動」をして
います。わざわざこのような
運動をしなくても自然に挨拶
ができるようになればいいと
思います。住民の皆さんが多
くの人と融和を図れるよう公
民館の活動も球技大会、夏祭
り、運動会、展覧会など企画
します。色々なクラブもあり
ます。覗いてみていただき積
極的にご参加下さい。
冒頭は、はるか昔にヒット
した赤い風船の歌です。「若
い力を体に感じて皆で歩こう
長い道だが一つの道を力のか
ぎり明日の世界を探しに行こ
う」と続きます。ご近所の方

後半報告

「僕らの住んでるこの町に
も、明るい太陽顔見せても、
心の中はみんな悲しい、力を
合わせて生きることさえ、今
ではみんな忘れてしまった、
だけど僕たち若者がいる」
年末を迎え、気忙しい毎日
をお送りのことと思います。
今年はコロナに始まりコロナ
に翻弄された年でした。まだ
まだ収束の見込みもなく不安
な日々が続きそうですが、自
治会内では大きな災害もなく、
無事勤めさせていただきまし
た。これも皆様のおかげと感
謝致します。子供が減り年寄
りばかりが目立つ地域もあり
ますが、我が中之条から農地
が減る寂しさもありますが、
宅地造成が進み若い世代の方
が住宅を建てて移り住んでい
ます。子供達が、ワーワー言
いながら遊んでいるのはとて
も嬉しいことです。ゴミの出
し方、ごみ拾い、ご近所付き
合い、色々な役員の当番など

令和二年
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の顔をしっかり覚えて自治会
の活動もみんなで協力して楽
しく、安全、安心、快適な地
域を創っていきましょう。
今年はコロナの影響でほと
んどの行事や計画が中止にな
りとても残念です。上田わっ
しょいは中止。敬老祝賀会に
つきましてはおよそ百人の年
配の方が集まります。密とな
りますのでやむなく中止し、
お祝いの品を対象の方にお配
りしました。行政への要望、
土木工事、環境整備などは遅
滞なく進んでいます。道路の
補修や白線引きは昨年の要望
どおり行いました。防犯灯も
３灯新設になりました。安全
柵についても一部施工され新
規に河川の安全柵の新設、カ
ーブミラーの新設などの要望
をしています。追加について
は随時受け付けますのでご連
絡ください。必要に応じて至
急申請します。防災につきま
しては住民避難訓練を計画し
ましたがコロナのため実施直
前で中止しました。役員でシ
ュミレーション訓練を行いま
した。民生委員さんとの連携、
ブロック長から班長への連絡
網の構築は必須です。随時ご
確認ください。独居者、高齢
者を見守る福祉マップも作成
中です。プライバシーも大切
ですが命の方が大切です。地
域の名簿作りなどにご協力く

ださい。防犯ボランティアの
皆様や防犯委員少年補導員の
方には適時適切に活動いただ
き安全、安心にご配慮いただ
いております事感謝申し上げ
ます。荒廃地につきましては
火災、防犯、治水の面からも
問題があります。草刈りの実
施など所有者の方の適切な対
応をお願いします。水路の草
やごみにつきましては、元々
は農業用水路でしたが、今は
道路や住宅からの雨水の排水
路となっているところがほと
んどです。近隣の方と声を掛
け合い、春秋の環境整備など
に合わせて対応していただく
ようお願いいたします。草刈
り機や農業機械の音の苦情が
ありますが、お互いに少しだ
け譲り合って、作業を行って
ください。大きな交通事故は
ありませんが、狭い農道、分
譲地の道路などが多いです。
十分な安全運転をお願いしま
す。
今年は五年に一度の国勢調
査が行われました。調査員の
皆様には大変にご苦労様でし
た。住民の皆様にはご協力有
難うございました。中之条住
宅地図は５・６年ごとの発行
です。現在作成し、年内の配
布を目指しています。
自治会内で２軒の火災があ
りました。１件は店舗の内部
を焼く住宅火災。もう１件は

ゴミの収集車にあったスプレ
ー缶が発火し、ごみが燃えた
ものです。幸いにも運転手が
気付き道路上にあけて大きな
事故にはなりませんでしたが、
元々スプレー缶は燃えないゴ
ミとして出すことができない
物です。鍋料理等がおいしい
季節ですが、不要になった缶
などはルールに従ってきちん
と分別して処理してください。
ポイ捨てのゴミは少なくなり
ましたが、たまに見かけます。
放置せずそのたびに片付けて
いただくと助かります。念仏
堂跡地は植栽してミニ公園と
なっています。城南公民館も
定期的に草刈りを行い整備し
ています。宮川神社は政教分
離の立場から、直接関係あり
ませんが、中之条の文化遺産
です。宮係りが綺麗にしてい
ます。それぞれ散歩などにお
寄りください。
三好町の工事が中之条地籍
に進んでいます。青木に向か
い右側の工事がほぼ終わり来
年から左側が着工になります。
工事車両も多く、街路灯も移
動のため撤去になり危険が伴
います。十分注意してくださ
い。近所の皆さんには回覧し
ますが、数日間の通行止めが
時々あります。５・６ブロッ
クの南側斜面の防災工事も始
まります。ご迷惑をおかけし
ますが宜しくお願い致します。

第８
木村 憲弘
副ブロック長
第１
山岸 弘幸
第２
村松 敏行
第３
高田 進
第４
市村 浩二
第５
長野 健
第６
滝澤 恒徳
第７
吉川 稔
第８
横沢 安弘
特別協議員
公民館長
桑原 秀明
（第３ブロック）
市議会議員 小坂井 二郎
（第２ブロック）
令和三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 丸山 正幸
（宮 方）
副会長
田中 利明
（柳 堂）
会 計
田中 豊樹
（上 組）
新役員の皆様方、大変ご苦
労様です。一年間宜しくお願
いいたします。
また、自治会員の皆様方の
ご支援、ご協力を宜しくお願
い申し上げます。

小坂井

市政報告
市議会議員

二郎

今年は、コビットに始まり
コビットに終わった一年でし
た。昨年の水害復旧対策に追
われているうちに、コビット
が忍び寄っていました。クル
ーズ船だけで終わると思って
いたのですが、なかなか終息
しません。不要不急の外出を
控えるのが一番です。さて、
市政も任期の半分が過ぎ、後
期の２年が始まりました。自
分は同僚議員のご支援もあっ
て、後期の監査役を就任し、
土屋勝浩議長・半田大介副議
長と伴に、３期目の同期議員
が三役に揃いました。これと
いうのも、市政に送っていた
だいた区民の皆様のお陰と感
謝致すとともに、市財政のチ
ェックをしてまいります。と
言いましても、市が扱う全て
の帳票類をチェックする訳で
はなく（自分は、そう思って
いて、ビビっておりました。）
職員がチェックしたものに、
再度厳しい目で確認します。
但し、守秘義務があるので、
ここには書けませんが、面白
い仕事です。
最近の話題では、上田市役
所の新築工事も外観が姿を表
し、モダンなたたずまいを見
せております。工事は順調で
すが、諸般の事情により、オ

ープンは５月頃の予定です。
明るく使いやすいスペースの
１階部分は、市民の憩いの場
となる予定です。現在の本庁
舎部分は新庁舎供用開始後に
解体され、駐車場になります。
もうしばらくご不便をお掛け
しますが、よろしくお願い致
します。
公共土木事業について書き
ますと、昨年の台風 号で流
失した古舟グラウンド（少年
野球場・マレットゴルフ場）
の工事が始まりました。これ
は、別所線千曲川橋梁の復旧
と一体的に行われるもので、
堆積した２ｍ近い砂を撤去し
ます。４万㎥（ ｔダンプで
６千台）ともいわれる大工事
になります。少年野球は、ク
ラスごとに分散して練習に励
んでおり、マレットゴルフ愛
好者は、清浄園マレットゴル
フ場や塩田マレットゴルフ場
でプレイをしながら、再オー
プンを待ちかねております。
最後に、資源循環型施設
（クリーンセンター）につい
て触れておきます。地元諏訪
部自治会では根強い反対運動
がありますが、「環境アセス
メント（影響調査）容認が、
建設賛成ではない。」という
制約はあるものの、他の隣接
自治会等の協力で、次のステ
ップに向けて一歩進みました。
２年はかかる予定であり、注
目をしています。

十一月二十四日にＮＰＯ法
人侍学園スクオーラ今人（理
事長長岡秀貴氏・中之条）に、
（一社）サディーゴ（田中忠
男理事長）と社会福祉法人上
田明照会（横内浄真会長）と
ともに、食糧支援を行いまし
た。（右端が長岡秀隆理事長、
三番目が田中忠男理事長）。
（一社）サディーゴでは、
十二月十四日から、侍学園か
らお借りした焼き芋機で、甘
い焼き芋を販売しております。

最後に私事になりますが、
三期目の今期をもちまして、
議員を辞めたいと思っていま
す。応援を頂いた区民の皆様
には、心から御礼を申し上げ
ます。
志のある区民の方は、是非
立候補を御検討頂きたくお願
いを申し上げます。

焼き芋機

自治会・ 農 業 協 議 会
令和三年度新役員紹介
中之条自治会の自治会長選
挙が、令和二年十二月六日
（日）に行われ、開票の結果、
令和三年度の自治会長には第
四ブロックの土屋恵嗣様が選
出されました。
農業協議会長には、十二月
十三日（日）第三ブロックの
丸山正幸様が選出されました。
令和三年度の新役員の皆様
を紹介いたします。
︵敬称略）
自治会長
土屋 恵嗣
（第４ブロック）
副自治会長 三木 一隆
（第５ブロック）
会計
根木 賢治
（第６ブロック）
総務部長
田中 利明
（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通りで
す。
（敬称略）
ブロック長
第１
近藤 辰郎
第２
松村 修二
第３
西澤 健司
第４
滝沢 茂
第５
青沼 正博
第６
酒井 陽
第７
新海 雅俊

お米と白菜の寄贈
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公民館長

中澤

政嗣

二．城南公民館主催行事等
①ジュニアスポーツ大会中止
② 青少年育成市民会議①七月中止
③城南地区運動会十月中止
④ 城南地区文化祭十一月中止
⑤ 青少年育成市民会議②十一月
⑥ 人権を考える集い講演会十二月
⑤分館役員五役会議十二月
◆各部合同報告会
十一月十五日開催
自治会四役・城南公民館村
山館長・もーいい会古見先生
を来賓に迎え、公民館活動を
推進して頂いている各部門長
（青少年健全育成会・ＰＴＡ
小中学校支部長）及び各クラ
ブ長（囲碁・ソフトボール・
花と緑の会・大正琴・もーい
い会・カラオケ・フラアロハ）
より今年度の活動状況につい
て報告されましたが、コロナ
禍影響で十分な活動が出来な
かった点が惜しまれるところ
です。各クラブ共、工夫しな
がら活動をされており、心強
いところです。大正琴・もー
いい会・カラオケ・フラアロ
ハのクラブの方には成果発表
を行って頂きました。（ＨＰ
に掲載しました）
今後の状況にもよります
が、十二月中旬の「親子しめ
縄教室」を今年度行事の締め
となります。
ご支援・ご協力頂き有難う
御座いました。

古見先生の演奏で、もみじ
他全4曲熱唱しました。

水に咲く花支笏湖へ

カラオケクラブの皆さん、今
回は3名の方に歌声を披露し
て頂きました。日頃使い慣れ
た機材で熱唱です。
歌声なかなかのものですねー

中之条公民館活動報告
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。
今年はコロナ禍により、城
南公民館行事を含め、当初計
画した公民館行事の開催も都
度思案しながら中止とせざる
を得ませんでした。
安全・安心を第一として密
を出来るだけ避けるよう配慮
してきておりますが、区民の
方々との交流の場がほとんど
無い状況であったことは、誠
に残念なことです。
年度後半になり、上田地域
のコロナ発症例が低下傾向と
なり、レベル２に見直されま
した。
このような状況を鑑み、下
半期の計画行事として計画し
た各部合同発表会を縮小規模
で開催する事が出来ました。
以下に下半期の計画事項等
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ふるさと夏祭り８月中止
②運営委員会７月から再開
＊公民館５役会は毎月実施
③ 各部合同発表会開催十一月
★発表会の模様の一部を掲載
します
（㏋にも掲載します）
④ 親子しめ縄教室十二月予定

北の漁場
もーいい会の皆さんの唱歌
郷愁を感じさせますねー

フラアロハの皆さんの優雅で
ゆったり南国の憩い

写真載せきれないのでHPに掲載

大正琴の皆さん音色がいい
ですねー つい口ずさみ
城南公民館村山公民館長に
ご挨拶頂きました
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◆各部合同発表会の観覧はソーシャルディスタンス前後左右1.5mの間隔を取り開催しました◆

石崎

広志

部員二十名で仲良く楽しく
活動しています。
今年度は、新型コロナウイ
ルスの影響で四中で行うナイ
ターリーグやクラス別・一般
男子市民総合などの各種大会
が中止となってしまい残念な
がら試合をすることができま
せんでした。
この趣味は一生続ける事が
できます。大会は二十代でも
出られるようになりましたし、
在籍している城下ソフトボー
ル協会には、四十以上の壮年、
五十以上の実年、六十以上の
シニア、六十五以上のハイシ
ニアとチームがあり上田市の
他のリーグのチームと戦い、
そして、県大会にも行ってい
ます。
こんな魅力的なソフトボー
ルですが残念ながら、仕事で
ナイターにこれない人、土日
にこれない人で全員がなかな
か揃いません。特にナイター
が厳しく入部していただくと
即レギュラーで出れるほどで
す。（笑）
来年は試合が行われそして
ご苦労さんの一杯が普通にで
きる世の中に、なっている事
を願います。よろしくお願い
いたします。

笑顔のフラダンス

フラ・アロハ
山岸

久子

フラダンスの思い出
フラダンスで身体を動かし
いつ迄も健康でと中之条の同
世代の皆さんがフラダンスを
始めたのは今から十八年前の
事です。創造館での城南文化
祭には二十名のメンバーが、
新調したフラの衣装で楽しく
踊った事を思い出します。そ
の後中之条公民館のクラブに
入らせて頂き、宮洞先生にご
指導頂いて仲良く楽しく練習
してきています。
フラを学び乍ら楽しい食事
会や施設訪問、公民館の敬老
会、活動報告会での舞台発表
等皆で一生懸命練習しました。
時が過ぎ七十代、八十代に
なった仲間達。悲しい別れも
ありました。体調を崩し仕方
なく退部された方、今はクラ
ブ員が六人になりました。
今年早春から
コロナが流行し
感染防止の為、
練習を何か月も
休み、フラをや
りたいと思う気
力を失いかけて
いる状態です。
コロナが一日も
早く収束し施設
の皆様と楽しい
時をご一緒に過
ごせる日が訪れ
る事を祈って居
ります。

花と緑の会
西澤

和也

花と緑の会員数は男性一〇
名、女性八名の現在十八名で
す。新型コロナウイルスの影
響で何カ月も顔を見ない交流
のない会員がたくさんいます。
当たり前の日常を奪っていき
ました。当たり前の日常がど
んなに幸せで大切なものなの
か知りました。マスクを着用
して「三密」をできるだけ避
けて行動しています。
花と緑の会は、毎年春から
初夏にかけ親睦をかねた研修
旅行を実施しています。二十
四年は大宮盆栽村と鉄道博物
館、二十五年は尾瀬、二十六
年は館林つつじが岡公園、二
十七年は白馬と五竜高山植物
園、二十八年は千畳敷カール、
二十九年は蓼科御泉水自然園
と白駒の池、三十年は栂池自
然園散策、令和元年は信州フ
ェスタ二〇一九と鶴嶺公園の
つつじ見学です。今年も全員
でバス一台貸切で、花と緑が
いっぱいある場所へ行こうと
計画していましたが残念です。
今年は講習会も実施できませ
んでした。早くワクチンが開
発されて早期の収束を願って
います。

カラオケクラブ

佐原紀代子

私達クラブ員は、五名で男
性二名、女性三名で、第一、
第三火曜日の、午後一時半よ
り三時まで練習をしています。
が、今年に入り、新型コロナ
ウイルスの影響で、「人と人
と の 距 離 を 二 ｍ空 け ま し ょ
う。」そんな言葉を聞く様に
なって半年以上が経ちました。
カラオケクラブも、約半年間
お休みして、やっと、十月か
ら練習を開始しました。もち
ろんマスクをして、消毒もし、
間隔を空けてです。ＣＤを先
生にして、ヒット演歌を主に、
何回か傾聴後、歌唱し、みん
なで批判しあって、和気あい
あいと、楽しんでおります。
区内の公民館活動は、十一月
の各部報告会への参加、区外
活動は、コロナの影響で、全
部中止になりましたが、いつ
もは上田市内五団体で構成す
る「上田歌謡クラブ」にも入
会し、カラオケ大会、温泉行
き等、楽しんで居ります。
カラオケは、大声を出す事
でストレス発散、肺機能の向
上につながります。どうぞ、
皆様ご参加下さい。お待ちし
て居ります。

囲碁クラブ

中沢

守人

今年も当クラブは毎週土曜
日の対局を通常どおり行って
きました。会員数は十二名で、
対局参加者はいつも四〜六名
です。今年は久々に新顔の参
加もありました。昨年二連覇
した東信地区の囲碁大会は、
今年は残念ながらコロナ禍で
中止になりましたが、十一月
には一年ぶりにクラブ恒例の
囲碁大会を開催し、中之条の
新本因坊が誕生しました。
このところ、新型コロナ対
応でなにかと外での活動が制
約され、娯楽も自制しがちで
す。そんな日々のストレス発
散するのに囲碁はうってつけ
だと思います。自由で奥が深
くて面白いからです。相手が
いれば何時間でも楽しめます
し、ネットを使えば家でも世
界の愛好者と対局できます。
頭を使う創造的なゲームなの
で、心の健康のためにもお勧
めです。
初めての方でも、簡単なル
ールを覚えればすぐに対局す
ることができ、実際に打って
みれば面白さを実感してもら
えます。当クラブでは、実力
差に合わせたハンディを決め
ているので、有段者との対局
も楽しめます。囲碁を始めて
みたい方はクラブ代表の中沢
（☎ ︱９６４４）まで連絡
ください。
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童謡唱歌を愛す る 会

西沢

一江

も〜いい会

11

もーいい会は、現在会員二
十七名です。
毎月第二木曜日、午後一時
半より一時間、古見ひろ子先
生の御指導で練習しています。
歌を始める前に、発声練習や
呼吸法などを、教えて頂きま
す。
ところが、今年は、新型コ
ロナウイルス感染という、今
までに経験した事がない年に
なり、いつものように活動が
出来ませんでした。
２月に新年会を兼ねて練習
をしました。
３月から、コロナ感染予防
のため、６月まで活動を中止
しました。
７月に、マスク着用、ソー
シャルディスタンスをとり、
練習を再開しましたが、８月
に上田市に、感染者が出てし
まい、８月、９月は中止しま
した。
月、 月と練習して、各
部活動報告会に参加できまし
た。介護施設のボランティア
や日帰り温泉も、すべて出来
ませんでした。とても残念で
す。来年は、いつものように
活動が出来る事を願っており
ます。大勢の方の入部を、お
待ちしております。
10

大正琴クラブカトレア
石川ちよみ
私達大正琴カトレア会は、
山岸久子先生に御指導頂き、
毎月第二第四の水曜日の午後
一時三十分から二時間の練習
をしています。活動の一つと
して施設訪問し、演奏ボラン
ティアを行なってきました。
訪問先の方々には「少しぐら
いまちがっても私達が歌うか
ら大丈夫だよ」と逆に励まし
て頂く事もあり良い交流がで
きていました。今年は新型コ
ロナウイルス感染拡大の影響
で、施設訪問もできず、練習
も休まざるを得ませんでした。
この活動がなくなってみると
練習のある事がいかに、楽し
く、大切な時間であったかと
感じました。７月からは感染
予防対策をしっかり行い、練
習を再開する事ができうれし
く思っています。
今年の活動報告は「北の漁
場」と「川の流れのように」
です。仲間と練習が出来る事、
また、発表させて頂いた事に
感謝しています。
「カトレア会の合言葉」
いつも楽しく元気で
ケガのないように
会員募集中です。
山岸先生が分かりやすく、御
指導して下さいます。
入会お待ちしております。

中之条
バックアップクラブ

南小学校だより

南小学校長 山邉 久史
塚田 吉和
今年度は、新型コロナウイ
「地域の元気力」
ルス感染症の拡大防止のため、
令和二年度が始まり、公民
様
々な対応の中での学校生活
館活動もこれからという初春。
と
なりました。
今までの「御近所付き合い」
４月からの臨時休業。６月
を、根底から揺さぶるコロナ
の学校再開以降の感染症対策
禍の中、私たちは、経験した
（ 健 康 観 察、マスクの着 用、手
ことのない人間関係の壁を感
洗いや 消 毒、 三 密の回 避 等 ）
じながら、被害者が一転して
の実施。それに伴って、体育、
加害者に変わる怖さを、平穏
音楽をはじめとする通常授業、
な毎日が一瞬で奪われる非情
部活動、ボランティア活動等
さを、今も痛感しながら暮ら
へ制限が加わりました。学校
しています。
行事も日程や内容を変更しま
夏祭りや「わっしょい」、
した。五月三十日予定であっ
運動会等の、役員にとっては
た運動会は、保護者のみの参
なかなかに大変な活動の日々
観で全校を二分割にして十月
が、何とも懐かしく、「皆さ
二日午前に、五年生の高原学
ん、お達者だろうか」と、公
習は、烏帽子岳登山のみで九
民館の前を車で通るたびに思
月二日から十月十五日へ延期
います。
し、六年生の修学旅行は、一
机上の学習では決して身に
泊二日で十月下旬に、見学先
付かない、人付き合いを通し
を東京から北関東へさらに県
た「経験」という財産を、次
内へ変更して実施しました。
代を担う子供たちに与えられ
ですが、子どもたちは「最
ない今の私達。
後の運動会、心をひとつに演
感染者数に一喜一憂しなが
技ができた。」「コロナでお泊
ら暮らす毎日は笑いあい、肩
まりができなかったけど、登
を叩きあう事すらはばかられ
山ができ、五年生で初めての
る空気を含んで、地域の元気
思 い 出 が で き て よ か っ た。」
を奪っています。
などと記しているように、気
しかし、我慢の時を経て、
持ちを整理してひとつひとつ
必ず今までのような元気な中
に精一杯取り組み、感じ考え
之条が帰ってくることを信じ
学びながら成長しています。
ます。心おきなくハイタッチ
そんな子どもたちへのご支
出来る瞬間をワクワクしなが
ら待っています。
援よろしくお願いします。

静枝

民生児童委員だより

吉原

民生児童委員を委嘱されて
から四年目になりました。
今年は新型コロナウイルス
感染拡大により、保育園・小
学校・中学校の各行事も縮小
もしくは中止となり、子ども
さんを始め、保護者の皆様も
残念な思いをいだいていると
思います。
私達民生児童委員も、学校
行事始め会議や研修も中止に
なりました。そして感染防止
のため、高齢者の方々への訪
問も、直接伺わないで電話で
との知らせがありました。し
かし、お耳の遠い方もいらっ
しゃいますし、知らない電話
には出ないという方もおられ、
今まで通り訪問する事にしま
した。玄関先で短時間にお顔
を見て話しをし、お元気な様
子にお目にかかることが出き
嬉しかったです。他県にいら
っしゃる家族とも会えず、不
安な気持ちで過ごしておられ
る方もおり、ほんの少しでも
お役に立てればと思っていま
す。
昨年の台風、今年のコロナ
禍と今までなかった社会不安
の中で、これからも少しでも
皆様のお役に立てればと思い
ますので、宜しくお願いいた
します。

美代

二年間地域の皆様のご協力
ご支援をいただきながら、健
康推進委員としての活動を進
めることができました事を心
より感謝申し上げます。と報
告申し上げたかったのですが、
今年一年間は、新型コロナで、
毎月第四月曜日に開催されて
いたふれあい広場も、六月・
七月・八月の三回で講師の先
生方も感染対策で他での活動
は中止となり、また上田わっ
しょい、敬老会なども中止と
なりました。
健康推進委員の勉強会も年
間四回程出席する所、今まで
二回、時間も短縮され一時間
程です。先月大津賀薬局長様
の新型コロナの予防対策の学
習会がありました。ニュース、
新聞などで報道されているよ
うに三密度、手洗い、うがい、
マスク着用、咳エチケットは
今は常識と言われています。
これらの事を守り、感染予防
に務めたいと思います。
春と秋にお一人で過ごされ
ている方の訪問をさせていた
だき、お元気なお姿を拝見し、
お話しが出来、ご近所でも知
らない方との交流が出来まし
た。二年間地域の方々に支え
られて、お世話になりました。
ありがとうございました。

須崎

健康推進委員会
活動報告
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攻一

少年補導委員より
竹内
少年補導員を仰せつかった
任期の二年が終わろうとして
います。任期中は、自治会の
皆さん、とりわけ地域の商店、
飲食店、薬局等の経営者の皆
さんには、「見回り活動、環
境チェック」など、少年補導
員の活動に、ご理解とご協力
を頂きまして、大変ありがと
うございました。
本年度の活動は、コロナの
影響により、一部の活動は中
止となり、地域の「見回り、
声掛け」と、
「環境チェック」中
心の活動となりました。結果
は、各商業施設の環境も問題
は見当たらず、出入りする児
童・生徒にも問題行動はあり
ませんでした。
任期中の活動を通して感じ
ましたことは、見回り活動中
に、児童・生徒と、ほとんど
出会わないことです。以前で
あれば、コンビニなどで談笑
していた姿を、最近ではほと
んど見掛けることが無くなり
ました。声掛けを一回もする
機会が無い時もありました。
放課後、休日も忙しい子供
達の影響でしょうか。スマホ
社会の影響でもあるのでしょ
うか。社会で子供達を守るに
は、本当に難しい時代だと感
じます。

由生

青少年健全育成会より
片所
今年度の育成会野球部は、
新型コロナウイルス感染症の
影響で、例年より約三か月遅
れてようやく活動を始めるこ
とができました。
しかし、その後もたびたび
練習が中止になり、多くの大
会や交流試合もなくなりまし
た。また、十名の部員のうち
六名が低学年で、練習中もボ
ールと戯れる可愛らしい姿ば
かりが目につき、私としては
「今年は最後までこの調子だ
ろう」と軽く考えていました。
ところが、十月に行われた
今年初めての試合で、その子
どもたちが意外な姿を見せて
くれたのです。試合でのミス
や失点に悔し涙を流しながら、
それを懸命に拭って再びグラ
ウンドに飛び出していく姿を
見て、素直に感動を覚えまし
た。たった数回の試合で子ど
もたちの表情がどんどん変わ
っていくのを目の当たりにし、
こうした機会の重要性に改め
て気付かされました。
このような機会を一つでも
多く子どもたちに提供するた
めに、育成会野球部の活動は
貴重だと思います。地域の皆
さまには今後も育成会活動を
支えていただけますよう、心
よりお願い申し上げます。

神谷

博継

中之条御所
商工会振興会より
会計

日ごろより中之条自治会の
皆様方におかれましては、中
之条御所商工振興会の活動に
ご理解とご協力を賜り心より
感謝申し上げます。
当会は、昨年度創立五十周
年を迎えることができました。
これもひとえに地域の皆様方
のご愛顧や、当会をここまで
築き上げてこられた諸先輩方
のご苦労の賜物であります。
また一方で、退会や廃業等
により会員の減少が毎年続い
ております。そこで本年度は、
今までの運営や事業を精査し、
街路灯の維持管理の運営に特
化した事業活動をしてまいり
ました。
現在、中之条・御所地域を
照らしている街路灯は、スポ
ンサー会員によって支えられ
ております。この運営につき
まして「暗い街」とならない
よう、引き続き自治会の皆様
方と慎重に協議を重ねてまい
りたいと思います。
今後とも、中之条自治会の
皆様方の変わらぬご支援とご
協力を賜りますよう、よろし
くお願い申し上げます。

村山

重信

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、新型コロナウイル
ス感染防止対策に追われた年
でした。中之条自治会の活動
におきましても対策に苦慮さ
れたことと思います。
城南公民館も長期間休館し、
再開後も様々な制約がある中
での運営となっています。
一昨年、中之条自治会の皆
様が大活躍された城南地区運
動会も、昨年の台風による中
止に続き、二年連続で中止と
なりました。
地域内の様々な行事が中止
になり、住民の交流の機会が
失われています。
今後は、コロナ禍でも交流
が継続できるよう地域活動の
活性化に取り組んでいかなけ
ればならないと考えています。
そういった中で、先日、中
之条公民館合同発表会におい
て、各部の皆様が活動を再開
し始めている様子を拝見でき、
大変心強く感じました。
今後、地域の皆様とともに
地域活動の活性化に取り組み、
明るく活気に満ちた地域づく
りを進めてまいりますので、
よろしくお願いいたします。

支えあって自治会参加
ホームページ推 進 委 員

山岸 丈貢
今年、第二ブロック長を拝
命致しました。振り返ってみ
ますと、ウィズコロナの下で
自治会活動の在り方を模索し
続けた一年でした。数多くの
課題に直面しながらも、自治
会事業の推進に努めて参りま
した。とはいえ、行き届かな
い点も多く区民の皆様に助け
られて今日に至っております。
少子高齢化が進む中、本年
度事業で「災害時要援護者登
録制度」の支援を実施しまし
た。登録手続きにご自宅を訪
問した折、思いがけずねぎら
いと感謝の言葉を頂戴し、地
域に根差した活動が必要とさ
れている現実を学ぶことがで
きました。今後も住み良い地
域社会の実現に向けて、住民
同士が支え合う大切さが痛感
されました。
自治会活動には、公民館活
動のクラブや同好会等の楽し
みもあります。私自身、囲碁
会で「前回、休んだな！」な
どとお叱りを受けながらも楽
しく参加する事が出来ました。
まもなく新年を迎え、役員
も改選となります。私も新た
に防犯部の担当になります。
安心・安全な街づくりに向け
て、支え支えられながら自治
会活動に参加したいと思って
います。

中沢

不安と自粛の一年
編集委員

哲也

令和になって二年目を迎え
るこの年に、気持ち新たにと
思ったのも束の間、新型コロ
ナウイルスの脅威により、一
転自粛の年へと変わってしま
いました。
四月には全国に緊急事態宣
言が発出され、イベント等の
自粛要請や人との接触を削減
する等の目標値が設定されま
した。中之条においても行事
やクラブ活動等が中止され、
日本中が自粛ムードへと陥り
ました。
五月に宣言が解除されてか
らは徐々に動きも出てきまし
たが、新型コロナウイルスへ
の感染がなくなったわけでは
ありませんので、例年とは全
く違う年になってしまったこ
とは言うまでもありません。
さらに夏から秋にかけて、ま
たそれ以降の行事もなくなり、
正しく自粛の年となってしま
いました。
感染への不安も拭い去るこ
とのできない年でもありまし
た。三密回避やマスク・手洗
いなど、新しい生活様式へと
移行されています。
また以前の生活を取り戻す
ためにも、治療薬の開発と早
期収束を願うばかりです。

池田

一年を振り返って
編集委員

浩生

日に日に寒さが身にしみて
くる今日、私の自治会役員と
しての任期も終わりを迎えよ
うとしております。
思えば日々仕事に追われ地
域の事には無頓着で、右も左
もわからないまま役員を仰せ
つかり、緊張しながら協議会
に出席した事を思い出します。
振り返るとこの一年、昨年の
台風の被害を残したまま、春
先からは新型コロナウイルス
の影響で大きな不安を抱えな
がらの生活をしてまいりまし
た。自治会の行事はほぼ全て、
協議会も幾度となく中止とな
り、自分の責務をどこまでま
っとうできたのか自問自答す
る日々であります。
私自身は協議会に出席し、
各行事に参加する事で地域の
方々と親交を深め、役員の皆
様からは自治会の役割をご教
示していただこうと思い描い
ておりましたが、それもまま
ならぬまま終わろうとしてお
ります。しかしそんな中でも、
自治会の在り方、活動の重要
性そして何より役員の皆様の
地域への愛着、住民の皆様へ
の思いやりの精神がこの自治
会には反映されていると認知
する事ができました。心より
感謝申し上げます。

清水

洋

コロナ禍にも負けない
孫達の運動会
編集委員

▲１着（１年生）
か ず ま
清水 和馬

▲２着（３年生）
の あ
清水 野愛
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宮原

お菓子の魅力

編集委員

正幸

菓子作りの世界に入って半
世紀、今においてなお進行中。
初めて菓子作りに携わった頃
は、社内外において激動の時、
何もかもが大変でとても長く
は務められないだろうと思っ
ていました。
でも恵まれた事に、回りの
同僚や先輩方の助けがあって、
何とか踏みとどまっていまし
た。慣れない仕事の中では失
敗もあったのですが、先輩の
アドバイスに、菓子作りは失
敗して学ぶ事も大切、しっか
りなぜ、どうして、を理解し
どうしたらを見つけ次に繋げ
る、この事は今現在も自分の
中に活かされています。
一年位してようやく仕事も
手に付いてきて少しずつ理解
も出来、やりがいも出て楽し
く思える様になってきました。
それから八年、退社。その
後いろいろなお店で菓子作り
を 学 び、技 術、知 識 を習 得。中
でもヨーロッパ研修では、そ
の当時の自分を変える程の大
きな刺激を受け、益々お菓子
の魅力に惹かれていきました。
あれから十数年、ようやく
念願叶って自分の店を持つ事
が出来、いままで培った物を
活かして、お菓子の魅力を表
現出来たらと思います。
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今年度はコロナのため、敬老会は開催せず記念品の贈呈のみ
にさせていただきました。

500,000円
8,600円
◎共同募金
◎複十字シール募金

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。
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中之条文化財保存基金
納入状況 11月15日現在
自治会費納入状況（11月15日現在）
世帯数、事業所数の横の（ ）は前年11月との増減
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自治会費納入状況等のお知らせ
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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。

今年一年間、次の方々が、
お亡くなりになりました。
一月

おくやみ

新年総会について

正子さん
幸一さん
康公さん
規子さん

文子さん
豊さん

新型コロナの話題で明けた
令和二年、感染者の拡大によ
って大きく様変わりした生活
様式、緊急事態宣言が発出さ
れて不要不急の外出自粛で、
ステイホーム、テレワーク、
リモート、オンライン、バー
チャル等々聞き慣れない言葉
が飛び交わされました。経済
状況もコロナの影響で飲食業
界、観光業界、運輸業界等は
厳しい状況になっています。
大手航空会社の巨額の赤字に
はびっくりしました。来年の
新規採用にも影響は避けられ
ません。準備してきた関係者
達はショックでしょう。
千曲藻に今年原稿を寄せて
いただいた皆様、ありがとう
ございました。 （松本博）
編集委員
岡田 基幸
松本
博
中沢 哲也
池田 浩生
清水
洋
宮原 正幸
武石 一幸

中之条新年総会は、一月十
日（日）午後一時から公民館
大広間にて行う予定でしたが、
中止になり書面による表決と
させていただきます。
よろしくお願いいたします。
第五ブロック 山崎
第五ブロック 田中
第七ブロック 田中
第三ブロック 西澤

二月
第三ブロック 中村
第四ブロック 藤井

四月

馨さん
重夫さん

弘司さん
正雄さん

第六ブロック 根木袈裟成さん
第八ブロック 坂垣 安春さん
第三ブロック 桒原 繁次さん
第三ブロック 吉田美和子さん
第五ブロック 武石
弘さん
第五ブロック 中澤 菊美さん

五月
第二ブロック 佐原
第五ブロック 田中

六月
第一ブロック 細野
第一ブロック 中村

七月

第五ブロック 中澤 光子さん
第五ブロック 須崎はなよさん

八月

清さん
富弥さん
昭次さん

弘修さん

第四ブロック 笹木みつ子さん
第七ブロック 圡山 春子さん
第八ブロック 福田 一文さん
第五ブロック 山岸

九月
十月
第三ブロック 齋藤
第七ブロック 小松
第八ブロック 竹内

第四ブロック 長谷部益子さん

十一月

慎んでご冥福をお祈りいたします。（合掌）

令和二年十二月一日現在

