目冶会長

私の当会運営の信念は︑

断基準で魅力ある自治会運

に希望と幸せが得られる判

串に取り組み責任
を果たして居りま
す︒また︑分館の
方々を始め︑大勢
の町民に︑絶大な
る協力と指導を受
ける事ができ︑今
年の自治会運営は
優雅な実のある町
内活動であったと
思って居ります︒
ト田市役所も︑
各自治会に業務委
託をして福祉・環
境・道路・教育等々

‑

私の構想
私は︑十一︒年度の全理事

町民が常に主役であり︑如

ミに報道するような言語は
慎み︑現場に合った操作を

何に会員が自治会活動に関

常に務めました︒
幸い︑町内には達識者が

♂W

心を持ち参加して貰えるか

¶ ･ ･ ･ ･ ■ Iゝ 心 ﾝ

居り数々教えて貰う事があ

に自治会長の再登場を要請

林

気を配り︑毎月町内行事を

−･¶‑･−･｀￨

報告しました︒

棹
奏………。，パご言万
ぢ扁提供／殖井

小

行い︑特にお年寄り・子供

，

され承諾致しました︒

･●

り各役員はそれぞれの立場
で自主的にイベント及び行

私は︑大学教授がマスコ

自治会も︑老後
人生の生き甲斐を
求めたり︑自己啓
発を修得するよう
努めていますが唯︑
お年寄りの中には
孤独を愛し参加し
てくれない人があ
り︑如何ようにし
たら参加して︑人
と人が交流し︑ふ
れあい街づくりに
協力してくださる
かが課題です︒
会員は︑親睦を
求め健・阻づくりに
役立ち又︑自治会
は︑職場とは違い
年齢差こそあれ皆
平等で活動してお
田沢は︑共に生

ります︒
きよう︑季せな明
るい人生︑ふれあ
い人生︒

分館活動の思い出
下知分館長 斉藤 弘

の行事︑伝統ある祇園祭は

七月十五目下紺屋町最大

い﹂のもとに︑運動会に参

スローガン﹁親子のふれあ

動会が開かれ︑下紺分館の

加︒増え続ける非行少年の

コーナー︑二階では各部会

が行われ︑一階には展示

十一月二目恒例の文化祭

の親睦が深まりました︒

加する事によって更に用民

今年も生きておりました︒

七月十八日西部公民館主催︑

るトで︑分館活動はなくて

最大の原因は家庭内に於け

赤城少年院視察研修会に参

ならない行事であると思い

る親子の対話がないこと︑

町内の親睦と活性化を計

ます︒

しょい﹂が盛大に行われ民

七月記−九日﹁上田わっ

厳しさが必要とのことです︒

文化祭であったと思います︒

を新たに設け︑申味の濃い

ト八番︵おはこ︶コーナー

の皆さんの努力が発表され︑

中から印象に残る行事を振

踊部の皆さんを先頭に正調

以ヒのように一年を通し

ルールを破った時の父親の

り返ってみましょう︒先ず

踊り︑続いて子供達の躍動

さて︑今年の分館活動の

スタートでＩ．月ト九□︑期

感あふれる創作踊りが︑一

ど焼き二月十六日︶から

下紺一︒火祭りの一つ︑どん

待の上田市少年少女サッ

層連を引き立て︑観衆の目

にＩ．．日月部地区運

謝とお礼を申しにげます︒

としております︒心から感

て分館活動が旅亭終わろう

んの協力と理解によりまし

の方々︑そして分館の皆さ

町民の皆さん︑自治会役員
カー大会で︑我が下紺少年

をひきました︒

十月一

加︒

大会に廷べこ︒自尽トー名が参

八月トー目よりの盆踊り

チームは監督の︒好指導のも
と一戦一戦勝ち進み︑見平
準優勝に輝きました︒まさ
にチームワークの勝利とＩ．一︒﹇
えましょう︒

同和教育推進委員
小泉 博子

さらりと諧られました︒ご

の不安等︑すべてを明るく

膜色素変性症という病気に
より薄れてゆく視力︑先へ

時から現在に至るまで︑網

ます︒家の︒中では自由に勣

楽しんだりして過ごしてい

俳句・歌を作ったり音楽を

字の校正の︒仕事をし︑短歌・

通の主婦同様買い物・家事・

〜Ｉ！〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜８〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜Ｑ凶：〜〜〜〜Ｉ〜〜〜〜〜〜〜〜〜ｐ＠

﹁皆さん今晩はＩ・私は大

主人のことを調子の良い男

場合があるようです︒そん

犬ビクセンと︒結でも困る

たいものですね︒

うことなく手を貸してあげ

な時︑求められたらためら

けますが︑外に出ると盲導

花作りなどをし︑点写・点

貝芳枝と申します﹂少し緊

でと詰された時には︑涙ぐ
みながら聞いていた人も︑

人権を考える集い

張気味の面持ちで座ってい

つい笑ってしまったほどで

Ｊ﹄クセンと共に〃

る人達の気持ちを︑解きほ
ぐすような明るい声でお話

した︒眼は見えなくても曹

ながら如雨雲丹手
水やｎｊ
大臣

こ払つまう羽ｙ口を耳でおり・

は明るし〃

に支えられ我が人生の道

習う〃
フボランティアのあつき心

友のファイト我も見

身で眼樹栽培に没頭

︑−−／ノ

は始まりました︒
夜風も夏めいてきた五月
下旬︑ド紺公会堂で催され
た人権問題懇談会の時のこ
とです︒今回は視聴覚障害
者の方のお話を聞き︑同じ
社会の一員として共に歩ん
でゆく方法を考えてみては︑
という趣旨で行われました︒
誰にだって他人に話したく
ないことはあるものですが︑
大長さんは自分の生まれた

‑
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なり︑中には︑躍りだすと
いう老人パワーが溢れて︑

練
ｄ 林
電話 二二−五八四三

美

容 川

電話二七−五二九八

あお＊ぶイ脱会オ

電話二四−六一七五

渡 辺 謙 一

辺 左 官

電話二二−七三九〇

富国本工株式会社

代八取締役所藤 弘

上田市天神三１一〇−二八

電話二四−九七二〇

渋沢電設㈱・
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包恥詣１励磁吻

楽しい情感が久し振りに盛

り上がりました︒また下紺

知ぐ

所Ｉ

一︒月六日は子供の成長と
町民の交通安全を祈願する
道祖神祭を行いました︒
大樹会 大森 好春

屋肘のみで和気蕩々の笑顔
で一目を過ごすことが出来

皆様との心の交流が高齢

できますように︑分館︒同
がんばっていき圭すので︑

……'‥･………l':i……j……S亀
4:………4jyJ41･J,涵ノ。

冗員の祝賀会に始まり︑一
初春のお祭り﹁どんど焼き﹂
には二百栄名の参加者があ
七月に入り︑町民あげて
ニトー世紀へ向けての長

者の喜びとなり︑これから
も和順漫語をもって︑健康

の一大行事である夏祭り祇

た平均年齢は八十・四才と

な長寿を目ざして少しでも

ができました︒
力と御芳志により︑花車の
なりました︒
九月ト六日は戸倉上山田

けたいと思うものです︒

あいと沿ごせました︒

ご協力くださいました皆
様たいへんありがとうござ

さわやかな運
動会口和に恵ま
れ二︒十付記最

いました︒

標に競技を行い

よろしくお願いします︒

の皆様と︑より良い交流が

スポーツを迎じて︑地域

後の西部運動会
となりました︒
下紺屋町分館は︒
︒人一種目を目
ました︒結果は
十二番目と︑
ちょっと振るい
ませんでしたが︑
多数の皆さんの
参加のもと楽し
く観戦し︑競技

今年は︑三中

することができ
ました︒
ＰＴＡの方から︑
おいしいとん汁
の差し入れもあ
り︑お昼の休憩
時間も和気あい

丸

り八幡さまに参拝︑無病息
災を祈願し盛大に行うこと
顔を合わせる機会の少な
くなった現在︑昔からの風
改修と︑花車の横幕を新し
温泉の白鳥園にて︑七十才

寿社会を迎え︑下紺屋町大
樹会も年々会員が増え︑ま

習を継承していく事で町民
くする事ができました︒
御輿の担ぎ手不足の心配を

園祭があり︑準備など各班
に分担︑役員と全町民の協

の方々とも無事の確認をし

何かのお役に立つよう心が

どの祭りをみても今年程の

ました︒

合い︑ふれあいの 場を持つ
以上の高齢者が自治会主催

館長の歓迎と長寿を祝うご
挨拶を頂き︑束縛されない
で自由な入浴︑芝居参観︑

よそに百名以七の参加を得
の敷瓦会に︑ご招待いただ
き多数の方が出席されまし
た︒今年は足腰に限界を覚

そして民謡︑懐かしのメロ
ディーヒットソング︑思い

える老人に対し︑役員の皆
様のご配慮により特別の部

えた多彩なカラオケ大会に

信毎にも掲載されるほどで
した︒

盛り上がり︑そして町民の

出の軍歌︑唱歌など織り交

屋を準備していただきまし
た︒小林自治会長︑酉節分

祭という行慨を週して私な

まとまり︑目的に向かって
逢む時のみなさんの和と自

民みんなのふれあいの場が

りに感じ得たことは︑町民

令名の踊り手により︑市民

の自助協力により成し得た

れる親睦に感銘致しました︒

の注目をあびる踊りができ

にまとまり︑慰労会出席者
も百一十余名からの盛大な

喜び︑そこから生まれ得る
ものが沢山あると百う嘔で

この姿︑心がある限り︑ド
紺自治会の前途は洋々たる

武デ

事ができました︒

て︑近年にない盛り上がり
になりました︒

もので︑親睦と和で楽しい

した︒会則の目的でもある

ものと確信致します︒

あることにより︑この目的
も達成できたと思います︒

お祭りができました︒
夏祭りのもう一つのイベン

自助協力・親睦・福祉・文

ほかの︒自治会がうらやむ程

ト﹁上田わっしょい﹂では

化の向上等︑祭りという町

大勢の担ぎ于︑立派な冲天

今年は特に分館役員の熱入

コ

￢

漠や

則ン

七彦

司

武則

主事菊池

池｜

美

助協力︑それによって生ま

れで今までにない総勢九十

第211回一西部運動会

渡

い
漂さ

上田市指定文化財の絵馬

漠
川
宮

て
ゝ
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二月十九□から二十一日
の二日間︑男子二十九チー

て焼き肉のご褒美をご馳走
していただきました︒嬉し
くまた感謝の気持ちでいっ
ぱいでした︒

ｘ
匹廣
文倫
︒町
ヒ祭海淵池︑

露されました︒
衣装も華やかに︑歌に踊

りにと発表され︑ステージ

れていた大絵馬が初めて公

今回は八幡神社に奉紬さ

い本当に嬉しく思っていま
す︒そしてまた本当に子ど

が展示コーナーを華やかに

ブの普段の練習の成果が披

心に見入っていました︒
午後からは︑二階で各クラ

︲..︲ss.4!!....111.!

かざり︑出品された絵画︑
si

クリー

資源ごみは
ごみでは
ありません

をするとともに︑回収所の

い人達による資源ゴミの出
し方には︑腹立たしい思い

ものだと思います︒もう一
度生まれ変わる事の出来る

資源ゴミ回収に対しまして︑

今後も引き続き行われる

鈴 本 青 果

？ご．Ｉフハニ
ン ト

北信 セ メ

店

７石上七三二

積水ハウス㈱長野東営業所

７ごＩト二四二七

好田平和土地建物㈱

一二七−七三○七

大東京火災海上保険㈱

フニー二三二五

花 園 病 院

７一二−．一一四︲71三

㈱ 花 園 薬 局

一二五−二七万Ｉ

7i笑唇＃fi
7i村7i谷一下唇川一
手 ）こい 手 手 Ξ こ
μﾘﾐｓパｈいらら・）ﾚ（
四 四 三建四 ゛ 三医二 六
回iに場呂物宍４ｈｄｌ‰ｄ

ム︑女子十六チームで策士
五回上田市少年サッカー入
硝ｔ１41︑こＪ︒
逼ｙぜす瘤x li律
十一月三日︑第十七回目
の下紺屋町文化祭が行われ

初の年に上田市の大会で男

六年前から育成会のお手

子・女子ともに第三位とい

十八番コーナーでは︑プ

会が開催され︑下紺屋町か
ずつ出場することとなりま
した︒が︑残念ながら男子
開され︑話題を呼びました︒
この絵馬は﹁市指定文化財﹂

ロ並みの歌が歌われてビッ

らも男子・女子咎一チーム

のチームは下紺の子どもた
う成績をもらい︑また今年
度育成会長終わりの年に準
で対になっているものです

ました︒

ちだけではチームを作れず︑
優勝という成績を子どもだ
が今回は一枚だけ公開され

あっという間の一一時間余り︑

での参加となり

順調に勝ち進み

もたちの事を考え︑一生懸

⁝澗満徊軍ｙ

同時に環境問題についても

資源ゴミについて一人一人

島

宮

伝いをさせていただき︑
サッカーのコーチとして最

鎌原︑縁が丘か
ら応援をお願い
ちから﹁プレゼント﹂され

皆なで﹁信濃の国﹂を合唱

いよいよストー

命に頑張ってきてくれてい

Ｉ″ ゛︑
ｔぃ貳﹈ぜいごい

られました︒

し︑混成チーム
本当に嬉しく思っています︒

写真︑版画などたくさんの
方々の作品を際立たせてい

目が⁚準決勝では

匹いいＬＨ口ＯいＵ

数多くの事を学び心眼をも

近隣の皆様には︑夜間又は
早朝時︑大変不愉快で多大

ら︑八幡で遊ぶ多くの子供

しかし︑まだ少数の心な

つことが出来ました︒
日々の生活の中で何げなく

なご迷惑をおかけしました

しっかり分別し
きれいにして
だしましょう
出る資源ゴミ︒月一度︑町

事を担当者として深く御詫
び申し上げます︒

ならないものは︑ゴミでは

なく優しい自然に育まれた

二ヵ所に出される資源ゴミ
の多さに毎回ただ驚くばか
りでしたが︑本年度は︑自
治会長を筆頭に役員︑理事

をサポートして頂きおかげ

がもっと知識を持ち︑理解

ウエイトはたいへん大きな

さまで回を重ねる度に自治

自治会員の皆様方により一
層のご支援とご協力を心よ

住みやすい町と環境ではな
いでしょうか︒

会員の皆様のご理解とモラ

して行かなければいけない
時です︒資源回収業務の傍

りお願い致します︒

ル向上を図ることが出来ま
した︒

が一丸となりアドバイザー
の太田さんの下︑衛生担当

今︑環境問題を考える中
でリサイクルという言葉の

たちを見ていると次世代に
私達が残していかなければ

今年一年自治会の衛生担
当として資源回収に携わり︑

︵太田記︶

ました︒その他︑古い蓄音

上川原初一対一

るＰＴＡ役員の皆様に心よ
り感謝いたし︑お礼を申し

展示され︑訪れた方達が熱

ました︒
入口には丹誠込められた︑

加させてもらい︑子どもた

の同点で終わり

上げます︒本当にありがと

また︑婦人学級の皆様方の
力作﹁アメリカンフラワー﹂

菊の鉢︑盆栽か所せましと

れ年よ交
｀しく
人生さ流上たぎ
き女この小゜づ
な子い場地 け
柏三ソで区 状
于名１踊の 態
がにラっ小 に
およンだ学 な
くり゜と生 る

し終了となりました︒

披がいの ほに
露 ｀う国まど目
さ六。際たでが
機︑めずらしいお金なども

に事
参を

並べられ圧倒されました︒

に野竹に五対二︒

いろいろな事を教えてもら

ちからいろいろな想い出︒

ましたが︑ＰＫ

うございました︒

思っています︒また男子・
女子ともに良く頑張ったと

合内容︑結果であったと

男子の準優勝に匹敵する試

ながら敗れはしましたが︑

は強敵御所に○対二と残念

女子は十九目︑西塩田に
対しＩ．対○と快勝︑二十日

れてしまいましたが︑みご
とな準優勝が⁚

ては一対六で敗

た︒御所に対し

勝戦に臨みまし

ち︑御所との決

戦を同封三で勝

之条に七対○と

︱十日には西塩

男し
子た
は ゜
十
九
日

田に六対○︑下

ま

角

㈱ 川
?

金

旭

子
ど六
も年
た間
ちい
とろ
いい
つろ
しな
よ行

潔和
柿'橋本

徳田監督から﹁最高の喜び﹂

１

嗣火雀
1;1

ご準優=膳許畔惣j

と表形式終了後︑公会堂に

ﾉり
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短歌
一・．．丁目 羽根 互
夕映えの秋空高く輪を描く
トビー羽あり風の中舞う

一一

事︑ｒ供さんやお孫さんの
一一

事︑いろいろ話をさせてい
ただきました︒
お昼には︑それぞれ自慢
のお弁当を並べて話の輪が

一
‑一

できました︒
ただ︑子供さんの参加が
一一

マレットゴルフを
通して
青少年育成推進指導委員
関 口泰彦

大勢の人が参加され︑ホー
すくなかった事が反省する

少し肌寒い日でしたが︑
ルイン・ワンがでたり︑坂
勢の参加をお願いします︒
又︑今回もマレットゴルフ

点であります︒次回には大

同好会の方々に協力をして
梢高く月はのぽりて境内の

秋風にススキの穂ゆれ
夕暮れの千曲の河原に

いうプレーもあり︑とても
いただき︑ありがとうござ

闇に笥火あかあかと燃ゆ

俳句

川柳
旅に出て一朗一会を温める

花園五部小島 寛

大高し信濃は山を重ね合

花園五部小島 ・

霧の彼方に目を凝らしけり

国後の島影探す知床の

花園八部小島 寛

草笛ながる

楽しい一目を過ごせました︒
いました︒

道をどこまで転がっていく
のかボールに聞いてくれと

目頃︑お顔は拝見している
が︑なかなか話をする機会

寝たきりになる原因の二

がなかった人達と︑地域の
慨で初めて行うというつ
番目が転倒による骨折︵主
に大腿骨骨折︶との話にス
一
‑一

トレッチにも身が入りまし

まずき予防の健康教室︑ド
紺で是非との思いで︑一番
乗りの名乗りを挙げました︒
た︒バランス感覚や筋力保
持が大事ということで︑片
足で立つ︑足首や体を前後一

自治会長・大樹会長さんに
会合の 折々に参加の呼び掛
けなど匝力をして頂きまた

に曲げるなど︑少々硬く︲︲︲
なった体に鞭打ってみまし︒

平成１２年度下紺分館行事

回覧チラシもつくりました︒
当日︵八月︒︒十四目︶は二

だ︒簡単にできることとし
て足の裏の指圧・足指の

十七名の方にご参加頂きま
した︒保健婦の小言山さん

ぶ贋勝a

4Q9でとうが⁚

ド紺小学生サッカーチー

ムは︑トー二月三日︵目︶第

十ミ回︒・西部地区少年サッ

カー大会にて︑念願の優勝

メンバーを紹介します︒

カップを于にしました︒

小林 勇樹 金泥さとき

木村 俊広 宮尾 智哉

腰原 君憲 中川美樹

若林 勇輝 滝沢 綾ｆ

宮尾 人樹

︵敬称鴫︶

一之瀬友希

石巻 克基 三沢加奈子

菊月 篤秀

ふ脊詠かや俸十字やら号恰お善言泳岑々

禰二薦︑殖記

タイトルやスローガン作り
から始まった分館報︒
大家の写真提供やそれぞれ
の個性の強い編集委員︒
さて︑どうなることやらと
心配をよそに︑やる以上もう
ひとつ進歩したものをと悪戦
苦闘の上︑我ながら一味違っ
た分館報ができたと自負しニ
ヤニヤしている面々︒見る人
にどこか違った良さを探し出
して頂きたいと念じつつ締め
切らせて頂きます︒
︵青木記︶

日﹃口口口口目

日動火災海上保険㈱

７ご万一〇六〇

古池トケイメガネ店

７二千二四二九

山 忠 青 果 店

晋一．四−八八八〇

フ二千二〇〇一

ト ク ダ デ ン キ

７二千二八七七

橋 本 株式 会社

山 口 刀剣 美術

晋一．七十八三九〇

理 容 ス ギ タ

芦二千六〇五八

一二五−八六一三

やきとり居酒屋一八

内

遺

園

ｇミハし七〇〇

く い し ん 坊

竹

昔二二−七六〇石

竹 内 米 穀 店

一二．ド八四二ヒ

Ｉタース商会

院

ロー．−○四包囲

医

C11 し二Ｉ回．

申川電機工業㈱

荒

㈲田口

食 晶 ㈱

￨ IP︲一〇三八

設

晋白丁一八〇九〇

情 水 美 容 室

一子ハー八七三七

丘 医 院

二回−○五五四

建

ニー一八四六

火星電気工事商会

ｇｌニー○○八一

豊

マッサージ︑足指運動︵グー

日日日目日目□□日日

一

という話に﹁それならでき

口口□口口口口

月

９﹄り乙ＱｊＲ︶
Ｎ Ｎ

7iモ讐井

晋

一本

ケ

るかも﹂という人や︑﹁今度

只︶１Ｑり︵ｊ
り乙Ｉｌｎ乙
月

１
１

一
一

ふ寛

５１
８２
３２
９３
０１
３１
０６８１
１
１
月
月月月
ｈ
ｇａｏ
ｌ
６

一

橋

縁

に血圧測定を︑小川療法上

｀
や帚か1芸し

はいつり・﹂などの声も聞か
れ︑やって良かったと思い
ました︒

九回回

り乙ＩＩＱ乙 り乙

月 月 月
ｍ ９ ０

日

３

１２月

rﾒ/

チョキパー︶などを行いま
した︒たとえ三□坊主でも

つまずき予防

なム

どんど焼き（自治会ﾄﾞ催）
健全育成推進講演会
道帽神・おたのしみ会
西小ＰＴＡ歓送迎会
28目 大権教酉指導者研修講座
上田市学童サッカー大会
西部地区卓球大会
西部少年少女スポーツ大会
スマイルボーリング一式披露
下紺人権問題懇談会（前期）
（青少年推追指導合同）
西部地区ゲートボール大会
敬老会 白鳥園
ＰＴＡバザー（小中合同）
青少年育成西部・塩尻地区市民会議
総会
〜1G目 祇園祭
赤城少年院視察研修
学童野球大会（地域の方達とプレー）
上田わっしょい
西部地区ビーチボール大会
〜16目 盆踊り
町内スポーツ大会
青少年育成懇談会
マレットゴルフ大会
下紺人権問題懇談会（後期）
同和問題について
市民大行進
西部公民館運動会
下紺屋町文化祭
公会堂大そうし
（自治会・分館各役員）
西部公民館少年サッカー入会
１月16目
２月４目
６日
27日

j●

さんには︑講義と実技をし
て巨きました︒

ｒｒｇｒｎ
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