れあい活動として︑ちよっと

おり︑身近なところからのふ
のか︑それではいけない︑そ
れぞれが主役となればよい︒

いのは抵抗心が惑わすものな

ばよいのだが︑何か勇気がな

分館活動はヅ心と心の結び合い

下紺屋町分館長斉藤 弘

私達の町︒下紺〃

三中一年 掛山麻里子

活動に対する努力誠意が足
りなかった戒めと思い︑深

力しあえる仲のいい町です︒

人達との関わりが多く︑協

下市は行事がたくさんあ
ります︒そのため︑地区の

く反省しております︒

これらは私の普段の分館

自治会役員︑そして町民の
皆さんの暖かいご支援と︑

副分館長を始め分館役員︑

ご協力を賜りながら二年間
ました︒
その間︑喜びも苦しみも

の分館活動に携わって参り

を用い︑同じ指導を受け半

を先生から渡され︑同じ土

学級の皆さんと荷作りを体
験した事です︒同じ荷の苗

思い出に残る行事に婦人

子供達の数が少ないせいな

と思います︒けれど最近は︑

良い成績をおさめてこれた

だから︑団結力がすごく
あって︑サッカー大会でも

共に分かち合いながら協力

年間︑悪戦苦闘の結果を文

会員は病気にかかった荷を

式を迎えた心境です︒ある

さんの人達が参加し盛り上

上田わっしょいには︑たく

一

した小さなふれあい人にやさ
しい心使いをと思うが︑これ
皆の為に健康で笑顔あふれ

していただいた方々に心か

行事は雨に見舞われた一年
でした︒祇園祭に始まり上

何とか一人前に咲かせよう

一一

ふれあいの心を大切に︒
下紺屋町自治会長 小林

がなかなかできないのは老の
るふれあい活動は︑他人にボ

もう少し積極的な行動をす

せいではないかと悩んでしま
ランティア精神で接すればよ

ら感謝の気持ちでいっぱい

のか︑子供達が行事にたく
さん集まれなくて残念です︒

田わっしょい︑盆踊り︑秋

がり︑私にとって良い思い
出となりました︒

それでも今年の祇園祭︑

です︒それにしても今年の

化祭に展示されました︒
我が手塩にかけた子が成人

の町内スポーツ大会︑最後

と︑愛情を荷に捧げた事に
深く感動しました︒やさし

を対象として︑交通に気を

週間中に︑お年よりの家庭

域を分担し︑春の交通安全

私達五人は︑アドバイ
ザーとして︑それぞれの地

仕土げてしまった方︑また

た︒慣れたΓつきでローー々と

じ入れを折って楽しみまし

り︑また︑秋にはつまよう

使った折り紙で箱を作った

年寄りの方達と︑広告を

一人暮らしをされているお

数に比べて︑とても少ない

の子供の数が︑町全体の人

けれども︑ぽくには少し
心配なことがある︒この町

町は最高の町だと思う︒

きたからだ︒ぼくは︑この

なぜなら︑みどりあり︑
歴史あるこの町に暮らして

ぼくは︑幸せだ！

西小六年 石巻克基

この町へのお願い

あって欲しいです︒

これからも仲の良い町で

は文化祭特に上田わっしょ
いは中断中止の結果に終わ

さと︑思いやりの精神が大

い半年間でした︒

荷と共に歩んだ忘れられな

切ではないかと思います︒

りました︒

シルバーセイフティ
アドバイザーの
想いが⁚

て注意するように呼び掛け

つけるよう訪問しました︒
警察の調べでは︑特に夕

てきました︒

方から夜にかけての事故が

初めての方などですが︑出

ことと︑伊の中全体がぶっ
そうになってきたことだ︒

アドバイザー 丸尾照子

多く起こっているとの事で

来上がった時の頷は︑皆満

なるべく白っぽい服装で︑

で多くの皆さんにも体験し

いふれあいが出来る事なの

前も知らなかった方達と良

同じ町内にいても顔も名

町を築いていきたい︒

はしたい︒そして︑大人に
なったら安心して暮らせる

けれどもできるだけのこと

たいしたことは︑できない

ぼく達はまだ子供だから

す︒ほとんどの方は︑夜あ

夜光のものを身につけて出

ていただきたいと思います︒

足気でした︒

かけるようにしてください︒
わかっているようでも改め

まり出る事がないようです
が︑どうしてもという場合︑

券のふれあいの会には︑

一一

ふれあい健康人生が
上山市中火IJU孔梱電話25‑0995

自治会は隣組から発足して

う︒

ます︒ですが︑各同好会では
自分に不平不満があっても

いではないかと思う︒

が自治会事業に参加すること

会員の減少により会の運営に
支障をきたしており︑皆さん
他人には明るく︑こんな我が
自治会は内容の濃い自治団体

によりますます下総旭町全体
のふれあいの場か広がるもの
と思う︒

であります︒
公民館活動においても︑数
多い同好会を組織して町民ふ

︒ふれあいは互譲の精神で〃

一一

Ｘ
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忿
れあい事業を行っており︑模
範自治会であると思って居り

荒井潤氏
写真提供

幸せな明るい人生Z/
町民は共に生きよう
分館
発行所／下紺開￨｢｣
責任者／斎藤 弘
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やさしさと思いやりある向こう三軒両隣

盲鹿町箆鴛
ゆかた姿も美しい

ものですが︑輪の中に入っ

−・ 白

︑

の

ヽお

￥ノ

ザ

イ
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ス

々ノ

いン

オ

一一

五五と八幡に集まってくる︒

境内のこんもりと茂った

木々の開で踊る盆踊りは︑

とても風情があってすばら

て︑しなやかに又は体操形

橋本建設

まっ黒に焦げてしまったも

一

一
−一
一

初春！どんど焼き
のもありましたが︑まゆ玉
をほおばる顔には笑みが一

でも何でもよいから︑楽し
くみんなで踊りましょう︒

し犬げます︒

8090

前西小ＰＴＡ支部長
盆踊りの夕べ

しいと思います︒
今年は男の人が例年より

杯でした︒

す︒女性や子供達の間に男

殺伐とした時代︑こうし
花園五郎理事吉越弘子

性が入って踊るのは見栄え

もと︑賑やかにスタートし

一日暗雲のたちこめる空の

晨笏周り三尺帯の子が跳ね

こうした催しに当たり︑下
市だけ別室を用意するなど

ご尽力くださいました自治
月一︒十四日︑戸倉温泉白鳥一

人生八十年時代とも巨わわ
ますが︑下市の高齢化率は

会役員の皆様に深く感謝申
団で聞かれました︒

実に三十四・二十二％︑お

ブ活動でも溌剌とした姿が
見られます︒

8090

22
22

石巻みどり
前日︑子供達とＩ緒にまＩ
ゆ工作り︒柳の枝の手配︑
た伝統行事こそ絶やさず︑

毎年巡ってくるお盆︑先
祖の霊を迎えてみんな揃っ

に個性を出して楽しそうに
踊っていました︒

ものです︒そんなそれぞれ

特に男性のゆかた姿は乙な

も多かったような気がしま

米の粉を蒸すなど地域の
代々受け組いでいきたいと
強く思いました︒

が良いものです︒

方々のご協力を得て︑芭とＩ

て賑やかに団槃︒そして︒

夏の祭典こざおん祭〃

段落する頃になるとハ幡神

りどり形も様々なまゆ玉がＩ
出来上がりました︒
どんと焼き当日︑高く積

さそわれるかのように三三一

社から太鼓の音︑その音に

上田わっしょい／・

女性のゆかた姿は美しく︑
子供の着物の可愛らしさ︑

み上げられたお正月飾りや一

ハ幡二部理事 清水伸
今年の祇園祭は︑町民の
方々からの多額の寄付と︑

達磨に点火︑一年無事を祈︲︲︲

民踊部清水多津江
第べ十目を迎えた﹁上田

た︒そろそろ佳境に入ろう
とする頃︑大粒の雨が降り

る〃

周りで見ているのもよい

花車が装いも

だし︑アーケードのない街

わっしよい﹂は︑七月一︒十

新たになり佐藤

では雨宿りの場も少なく︑

て盛大に催され
た︒

もとで多数の協
力により作成さ

幸男氏の指導の

れトトロの絵も

頃再開と思いきや中止が発
表され解散となった︒

充分の様子でした︒

と数十分︑小庄みになった

体を寄せ合いながら待つこ

心の交流と喜び
思い出の敬老会

好評だった︒子
の中︑ＰＴＡ他
の手を借りなが

オリジナルの踊りを習い︑

たいへん残

宴なかば︑差しつ差されつ

これからも︑健康・友愛・

元気なお年寄りが多く︑自

歓談︑少々お薬が効いてき

治会の行淑︑犬樹会のクラ

々谷討隷‰Ｊは

供神輿も少子化

ら︑力強く担ぎ

張り切って参加した子供達
ｉｏ
し

には︑人人以上に不完全燃

出された︒
太 夜の大人神輿は中央交差
１１点でのお練りが︑くじ引き
七万九時近くなってしまい︒
子供の帰宅時間を考慮し大

た頃か︑例のとおりカラオ
ケでのど自慢︒歌に合わせ
める人︑楽しく過ごす時間一

社会奉仕をモットーに生き

てΓ拍子の人︑蛸踊りを始
は短時間に感じます︒

敬愛される存在でありたい

自由時間を充分取っていた

と願うものです︒

生きと活動を続け︑皆様の
敬老の気持ちにお応えし︑
広間での芝居・舞踊等の
ショー見物・買い物と思い

だき︑入浴・舞台付きの大

思いに﹁元気回復﹂の方も

0081

電話
FAX

6175
4246

24
24

一

22 − 1846
22−5147

］
‥

2700

電話
FAX

電話
FAX

24 − 0554
24 − 6622

電話
FAX

0081

22
22

電話
FAX

1496

一

……̲｡:il
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りました︒火がおさまりい

，

例年より多くの参加者を得

Ｕｉｊ

二二万

ﾚ］

三豊食品㈱

くいしん坊

いさみ寿司

｀∧一ザlこ･:･

よいよまゆ土焼きです︒

ま天柾鳶冷

しみず美容院

大星電気工事商会

，若菜館花園店
）1 26
‑ 0127
̲̲̲̲

︷きな時間差で子供達が先行
？ した︒途中︑雨にあったこ
ともあり︑大人神輿が後に
見えない事で︑心細さを訴
える子が多々いたとのこと︑
大人神輿の後続がで供述に
安心感を与えていたことを
初めて知り︑町民全体の融
合を実感し︑それは喜ばし
い発見でもあった︒

Jに
J昌

26
23

電話
FAX

22 − 7134

電話

‑・を1焼
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第二衛生部長林良夫

資源回収の現況

会にて決定し今日に至って

変更し対応することで理事

により役員の激務が問題と

いりました︒六か月を経過
した頃︑資源ゴミの多量化

一

今年一月︑衛生部長を引
き継ぎ︑自治会の皆様方の

おります︒
今後ますます資源ゴミの

−一

同和教育推進委員佐藤恵子
例年通り十︒月三日第十
ご協力を賜りながら資源回
収を実施して参りました︒

町民の皆様のあたたかいご
理解とご協力のもと︑止し

恵まれ好スコア続出︒コー

れて総勢四十一名︑天候に

あって実施することができ

車等々多くの方々の支えが

からはずれた形式で行われ
ましたが︑会場︑用具︑配

一一

体もボカポカとなり午後の
八回﹁文化祭﹂が行われま
た菊の鉢・盆栽は勿論のこ

口曜日朝七時半より翌日八
時半まで︑交替でルール違

い分別で住み良い自治会で

多量化か進むと思います︒

反等のないよう見守ってま

ありたいと思います︒

当初は理事二名と︑第一

多趣昧には驚かされ圧倒さ

いりました︒しかし︑今だ

と︑絵画・写真・編み物な
ど出品された皆様の多才︑
れました︒また︑今回は昨

ルール違反は無くなりませ

年に引き続き︑ハ幡神社に
奉納されている大絵馬が公

んでした︒
﹃座ぶとん・ぬいぐるみ・

スのあちこちで歓声もあが

ました︒
分館活動を通して相互に

一一

競技・応援も順調にいきま
した︒丹誠込めて育てられ

お汪には︑女性役員の皆様
が煮込んだおいしい豚汁で︑

主事関ロ泰彦一
した︒

201▽岩頭罵ｌｎｍ答
子大胆紀最初の西部地区一
主事をお受けして一年目で

‑

すが︑各行事が﹃地域のふ
れあい﹄のもとに︑無事終

なり︑九月より搬入時間を

運動会が大勢参加のもと西

えることができました事お

小ゲランドで行われました︒
言日中肌寒い日でしたが︑一
最初の種目から高得点が続

我が自治会は
開され︑歴史の胆みを感じ

便座カバー・金具付ファイ

させられるものでした︒

築いていくことが大切で︑
親子・二世代交流を標題と

した理由もこの点にあり︑

普段の生活と異なった開放

午後からの発表会は︑民生

って終始なごやかに交流が

̲̲

き︑応援にも熱が入ってい
きました︒
選手集めがたいへ

Ｉ４

んな自治会が多い
−

︑人一種目を目標
に︑皆様のご協力

玄関正面には︑ド紺屋町

車等に不用品の表︑不なし﹄
等々です︒
搬入時に気付いた場合は︑

ル・発泡スチロール・自転

を色々な角度からとらえた
地区の中学生の写生節が展
︒小されました︒どれも個性

懇談会を青少年育成推底部
と仕ハ催で︑十月十四日︵日︶

になればと思います︒

委員の中沢さんによる︑わ
かりやすい紹介を取り混ぜ

できました︒

ことを実感した︒日でした︒

に﹁親子こＩ．世代交流マレ

た名司会により︑最後まで

身近なところにも存在して

紙面を借りて心より感謝申
し犬げます︒

今回は通常の懇談会の伜

楽しませていただきました︒

います︒毎日の生活を共に

があり︑▽リとして同じも

ても︑より良い人間関係を

４４ｙｉ命ぶＴ１１でｔ？１ｔｔｔ？で！零参考ｉ必４４参ｉ

注意を促し回収を進めてま

ットゴルフ大会﹂を実施︒

ｊ

第２回
人権同和の集い

なり︑参加が出来なかった
人が多く少し残念でした︒

当日は西部公民館から一一名

あいにく雨も降り始めて
きましたが︑大勢の皆様に

している家族の関係につい

協力しあい支え合っている
ご来場いただき︑手作りの

人権・同和問題は私達の

すばらしい文化祭でした︒

'￣二:

−･‑･‑
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一一 ‑一一
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野焼きの禁止

和
￢社会･労働保険、ll勁市･火災各種指恂保険
9 j I
1愁
吐会蘭喩労務￨:
22 − 2001
大知事務所
小林紳

で新たな顔が少し

た︒その結果が﹁五

ずつ増えてきまし

位﹂という近年に
ない︑すばらしい
成績で終えること
ができました

詔詞名ぞゐふ部衷安扁徊
青少年育成推進指導員 一ノ瀬裕
町内スポーツ大会

行いました︒前口から分館

のがなかったのには感心さ

九月九日︵目︶
が行われました︒
当日はあいにくの

の女性の皆さんのがんばり

せられました︒来年以降も

本年良策二回︑人権同和

雨ふりで三中体育

で︑たいへん美味しく︑私
は三杯も頂いてしまいまし

同和教育推進委員山浦正孝

館で開催式の後︑

た︒たいへん楽しい一目で

の社会教育指導員も参加さ

その後︑公会堂で芋煮会を

ラジオ体操︑スト

是非続けて欲しいものです︒
謝します︒

孫フ゛″

レッチ万作をほぐ

した︒皆さんのご協力に感

しかし︑中学生の行事や︑

楽しく行えたと思います︒

ル︑バレー部の皆様の協力
を得て︑それぞれの競技を

生から大樹会︑ソフトボー

て競技を行いました︒小学

リング︑ビーテボールバ
レー︑ゲートボールに別れ

我が町の三大祭事が
市民マラソンなど行事が垂

のでを的
あも楽な
り新し馬
方しみ面
をいなで
屋根がマ
つ点らレ
めでほツ
慨人んト
すとのゴ
機人少ル
会としフ

＿
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廃棄物処理法の改I】{により、来年４月１日から焼却炉を刑い
ない廃棄物の焼却(野焼き)は
●風俗習慣としての野焼き(どんと焼きや{九郎}●日』畑で
のわらの焼却●庭先でのたき火等を除き原則として禁￨ﾄ
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となる年齢が節目の年齢と
なり︑今年度は７７⁚才︵下紺

少年補導の行方

回︒③﹁一目補導﹂ＰＴＡ
役員を加えて年に二回実施

いろいろ話している中で︑

そのうち素直にもみ消して
くれました︒

家では親達は黙認していて

しています︒
次に巡回例を述べてみま

少年補導委員小島曜子
少年補導員は︑市の全体

と︒私達はただ驚くばかり

煙していました︒私達は︑

男女高校生二人が堂々と喫

でした︒
まず家庭教育から︑しっ

注意を受けていないとのこ

研修の他に四つの自治会が

す︒夕方五時頃︑上田駅温
泉目ロータリーで︑市内の

内訳は︑①四人で月に一

：グループとなり︑巡回活
動をしています︒

かりしてほしいと思います︒

あります︒

だ方で︑逃げられることも

この例はスムーズに済ん

自然体で声掛けしました︒

二丁目 羽根 互

ハーモニカの音が秋空をゆく

菊の香のただよう町の文化祭

短歌

始めは渋っていましたが︑

回︒②﹁環境チェック活動﹂
自治会役員を加えて年に三

花園六部山浦良一

趣味のコーナー
俳句
竹馬に乗わねば村の子になれず

一一

瀬芸苑感応李プ
では１６人︶︑80才︵16人︶︑

り︑九月にお届け致しまし
た︒祝い金を贈られない高

状ですが︑今後ともお元気
で過ごされますようご析念
申し土げます︒
民生・児童委員として地
域の皆様の立場に立って相
談に応じ︑必要な援助を行
なうように努めねばと思っ
ております︒

ふりそそぎきてブランコをこぐ

柔らかき秋の日射しは木の間より

花園五部 小島 寛

まじりおれども瞳かがやいており

パソコン教室に集う仲間は白髪の

川柳

一一癖榔

皆さまのご協力ほんとう

ﾄｰﾜ不獣胆田冶社

剛○か

22−
23−

88才︵１０人︶︑90才︵６人︶︑99
才以上︵Ｏ人︶のようにな

民生・児童委員中沢良精
少子高齢社会の到来︑社
会福祉の動向・時代の流れ
など社会福祉を取り巻く状
齢者の方がたくさんいる現

ド紺屋町の総人口は絹人

況は大きく変化してきてお
ります︒
ですが65才以上は282人おり
ますから高齢化率然ヤ９９一
％です︒まさに超高齢社会
になっております︒３人に
土人は高齢者です︒
ところで︑上田市敬老視
企てすが︑昨年度から対象
︵ＮＯＫ学園生涯学習俳句大会入賞晋宜︶
小ざかし逞ち止まりたし秋の景

父の目や酒量を少し増しにけり

花園五郎 小島寛
秋暑しテロに怒りの収まらず

座の温み残して子らは去って行き

にありがとうございました︒
心から御礼申し土げます︒

株式会

」

二．

電話 25 − 2712
FAX 25 − 2738

副

22
22

話
kx

営業悲喜悲雲量
講しました︒
開講一番︑ショッキング
な交通事故の映像が目に飛
び込んできました︒交通事
故発生のメカニズムが︑強
い迫力で脳裏に焼き付けら
れました︒

松子人ね空を透かして良しとする

けっきょくは中味乏しい美辞麗句

｜

− 3431
− 3431

２

電話 22
FAX 22

２

乙
上田市天神3‑10‑28
甲1り23 − 8?8o‥̲

知らぬ仲ほほ笑みだけは忘れない

29

金井養蜂

兼￨￨木工株式会社!

闇の香や木犀の酔い姻りいる

21

果
青−

株z会4ｳｯﾄﾞﾃｯｸ秋富 島川商
たばこ
店
○漆ﾌ]‰
0288
電話 23

ぎ

日 上田わっしよい
日 学童野球大会（地域の方とプレー）
８ 月 13
〜16日 盆踊り
９
9 日
月
町内スポーツ大会及び芋煮会
１０ 月 12
日 市民大行進
14 日
マレットゴルフ大会
(同和推進・青少年推進合同)
21 目 西部公民館運動会
23 日 女性の為の地域作り講座
11月３ 日 下紺屋町文化祭
Ｎ 〜18日 公会堂大掃除
(自治会・分館合同)
12月2
日 西部地区少年サッカー大会
10
日 西部・塩尻地区人権を考える集い

￥￥︶Ψ￥︾Ｖｙ￥￥￥￥︶Ψ￥￥￥￥￥￥︾︾￥￥￥ＶΨＶｙ︾￥￥￥￥︾￥︾Ψ￥￥ＶΨ︾Ｍｙ￥︾￥

ＰＴＡバザー（小中合同）
敬老会 白鳥園
10日
24口

﹁百聞は一見に如かず﹂視
聴覚に訴えた映像教育は予
想以上に効果的でした︒こ
のような映写による交通安
全教育が昼間開催できたの
は︑二階広間に暗幕が設備
された事で可能になったわ
けです︒暗幕設備の効用は
大きく︑今後の社会教育︑
青少年育成の教具としても
ＶＴ・ＯＨＰ・スライド等
の効果的活用を期待したい
と思います︒

６月３目

大樹会松尾益幸
毎日の新聞︑テレビで悲
惨な交通事故のニュースが
報じられており︑中でも高
齢者の事故は増加傾向にあ
ります︒私達は交通事故の
被害者にも加害者にもなら
ない為に日常の行動におけ
る交通事故防止の意識づけ
が必要と思います︒
八月十七ロド紺屋町公会
堂に於いて︑自治会大樹会
共催による交通安全教室が
開催されました︒
約一時間ほどですが︑交
通安全協会の角谷さんと交
通安全指導員による安全指
導を約ご︑十名の皆さんが受

日

野焼きは自粛しましょう

29日
５月6□
24目

違反者には︑罰則が科せ

日

15

る場合も近所の迷惑になら
ないようにしましょう︒

日

26

焼却による煙や悪臭につ
いての苦情が︑たいへん多

られる場合があります︒

28日 青少年愛育懇談会
14〜工5口 祇園祭
７月

日

24

４月

25

３月

日

どんど焼き（自治会主催）
道祖神・おたのしみ会
所小ＰＴＡ飲送迎会
上田㈲学童サッカー大会
西部地区同和教育推進会
所部地区卓球大会
西部少年少女スポーツ大会
西部地区ビーチボール大会
下紺人権を考える会（前期）
（青少年推進指導合同）
西部地区ゲートボール大会
日

月

4

月

２

14
１

く市に寄廿られています︒
ドラム缶やブロックで囲ん

ルールを守ってより良い環
境をつくっていきましょう︒

だ焼却は野焼きです︒
例外として認められてい
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