や

二
む
ふれあい健康人生か
=……=,………………
｡j=･==づ………………………………………………………=………
瓢ご乙12Jt乙,上上こ⊇ﾚ
｡｡

つということと︑より積極
的な意味で︑私達一人ひと

あるいはあわれみの心を持

お世話になっていると思い

育成会の人達に︑たいへん

三中一年大口 秀造
僕達は︑たくさんの行事

みんなの町

ヨーロッパを含む先進諸

りが自分の出来ることは何

思いやりの大切さを︒

国が︑百年以上の歳月をか
けて達成してきた長寿社会

ふれあいは笑顔で⁝⁝
他人事ではない︑この人の
ように自分の事だけ考えて周
をわが国は第二次大戦後の

いとも言えます︒︵伝統の力と

に従事する皆様のご苦労も多

恨促たる思いです︒
世相柄︑苛立つ事も多いの

うに﹂申し上げた事を想起し

く﹁下総に暖かい風が吹くよ

社会を達成させました︒

時間で他に類を見ない長寿

五十数年という極めて短い

口の占める割合が３０％を越

下紺屋町もドーナツ化現
象が進み︑六ナ五歳以上人

とではないでしょうか︒

かを考え︑実践していくこ

事がなくなりました︒だけ
ど︑ド紺の生徒は︑他の地

てからは︑行事に参加する

たと思います︒中学に入っ

ます︒小学校の時︑特にス
ポーツ大会です︒みんなの

しかし︑この急激な高齢
化社会の実現は︑もう一つ

あって欲しいと思います︒

力し︑奉仕し合う︑住む人
の心の暖かい下部屋町で

ていただいてから二年目に
なりました︒七十才以上の

かるようにしております︒

来るだけ参加して交流をは

う意見が出された事で︑安

ん神社に不審者が出ると言

所がハまん神社でした︒
春の町別子供会で︑ハま

私達が安心して遊べる場

西小六年宮下 光世

この町へのお願い

と思います︒

の行事から︑学んだことだ

る時は︑やる︒﹂という事も
です︒この事も︑たくさん

がいいです︒それから﹁や

区の人達よりも︑絶対に仲

力がひとつになり︑頑張れ

国民の努力の他︑この間
他国との戦争状態にならな

えていると聞きます︒

の社会現象の出生率の低下

分館活動に対し︑自治会

﹁思いやり﹂の心を持ち協

と共にさまざまな不安要因

をはじめ多数の方からのご
協力ご支援を感謝致します︒

福祉推進委員渋沢茂代

お独り暮しの方に八入の

昔の御近所はもっと身近な

にふれあい活動をしており
ますが︑町の行事等にも出

フーマーさんで月二回訪問

逆にはげまされたりします︒

と握手をして下さったり︑

にお行き合いする方もいて
﹁又行き合えてよかったご

さったり︑特々散歩の途中

がとうごと喜こんでくだ

うかがいするたびに﹁あり

大変なときもありますが︑
うれしい事もあります︒お

御理解をいただきたいと思

います︒まだまだ充分とは
いかない福祉活動ですが︑

合わせることが一番かと思

りは人と話すことと︑顔を

むずかしいところです︒で
もやっぱり伊間とのつなが

になる場合がありますので

余り立ち入りすぎると迷惑

あてにしなくてもよくなり

して行きたいと思います︒

があると同時に︑みんなが
安心して過ごせる町作りを

鐘が鳴ったら帰るなど︑私

り声をかけあったり︑愛の

だと思います︒
大人の人や友達と遊んだ

は︑一番安心して遊べる所

人家も多く︑私達にとって

てしましました︒それでも
車も通らないし︑近くには

達一人一人が心がける必要
それぞれのお宅の庭のきれ

います︒
私共は主に高齢者を対象

いに手入れされた花や植木
等も楽しませてくれます︒

心して遊べる所が無くなっ
させていただいております︒

存在でしたが今は余りに便
利になりすぎて人様の力を

ふれあい友愛訪問をさせ

街づくりは︑ふれあいから⁝⁝

う気持は︑弱者への同情︑

をもたらしてきています︒
表題の﹁思いやり﹂とい

云えるでしょう︒

かったことも大きな要囚と

下紺屋町分館長山浦 正孝

囲の人に対する思いやりに欠

下紺屋町自治会長宇野 正夫
先口交差点で信号待ちの後︑

け︑迷惑をかけていないかと

でもいうか特に伝統行事につ

ですが︑せいぜいお互いに相

の中で︑自治会のみなさん

吉信号で発進しようとしたが︑

ごのる小さな出来事に想ｊｎｌ

横合いからの救急車のサイレ

下紺は︑比較的行事が多く

いてはそれぞれに役割を心得

ふれあいの垢がより多いとも
言えますが︑それだけにそれ

ていて事がスムーズに運ぶ・

町づくりの為に努められたら
と願うのです︒

手を思いやる心のゆとりを持
ち笑顔でふれ合える︑明るい
どうか︑私は年頭に口幅った

るよう心底から労っていたか

而もあり大変有難い事です︶
皆様に対して暖かみが伝わ

この開ほんの放校です︒

﹁早く行けユというのだ︒

車からクラクション︒

自省した次第です︒

やさしさと思いやりある向こう三軒両隣

ンに思い留まる︒すると後続

荒井潤氏
撮影
Fみんなで楽しいドンド焼き」

幸せな明るい人生.び
町民は共に生きよう
:
I
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…
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︹素首居︺
一

恐らくもっと長い間見守っ

が老若男女多数の参加を得

て⁝⁝とはいかず民踊部の

方々のリードで子供達が大

た︒舞台の上で御手本を
踊ってくださる民踊部の

民踊部土屋 豊枝

それでいいのよ頑張ってＩ・
と思わず声をかけて上げた

しく︑いいのよ︑いいのよ︑

会は毎年四月から十一月ま

しを和げ地域に憩いの広場
を与えてくれている︒大樹

が囲んだ︒四月からの作業
の達成感や汗を流した真夏

一

﹁初春どんど焼き一
わが街の美男美女勢揃い

勢参加してくれました︒○
○音頭△△節とにぎやかな

盆踊りの夕べ

歌に合わせて踊る輪を見て

高く積み土げられた達磨や

年から十三日は各御家庭の

それを見ながら一生懸命踊

方々はさすがにすばらしく︑

七月二七日︑第三一同の

くなりました︒最終日はと

会もあると耳にします︒下
紺自治今にも︑少予化︑高

で五日と二十五日に八幡神

−う

二

てきたにちがいない︒子ど
もたちの顔触れは変わって
八幡二部沓掛節子

いくが︑そこには毎年変わ
昼間の灼熱の太陽が沈み

入りで参加する人もいまし

藤井実干代

旧西小ＰＴＡ支部長

前日のまゆ玉作り︑当・日早

盆踊りが始まりました︒今

ようやく涼風が吹く宵︑懐
しい太鼓の音と共に恒例の

一月十三口︑午前九時︑

朝の櫓の組み立て︑すべて
できない事ばかりである︒
まゆ玉を早く焼きたいと

らぬ風景がある︒
柳の枝の調達から始まり

お正月飾り︑子どもたちの
地域の方々の支えなしでは

いよく燃え上がる炎︒どの
子の顔も紅色に染まる︒八

行事を考慮して十凹目から

上田わっしょいが︑天候に

る人達の姿が何とも微笑ま

︒二日間の開催となりました

いると本当に楽しそうで飛

書いた書き初めに午年生ま
れのでらを中心に点火︒勢

︒上田わっしょい／

それぞれに焼き

もめぐまれ︑大勢の踊りの

焦る気持ちを抑える子ども

始める︒ほどよ

ても大勢の方が参加されて
九時を過ぎてもまだ名残惜

たち︒ようやく激しい炎も

く焼き上がった

連ができ︑夏の一夜を︑楽
しく過ごす事が出来ました︒

齢化の波が押し寄せていま

汁けいだいの清掃美化活動
を続けている︒ヤー月ニヤ

㎜

堂

蚕

さくら土地面千栄

‑ 8?8o

㎜

幡神社の境内の樹木︑お社

まゆ玉を口に入

しそうに踊っていました︒

すが︑これからの子供達の

五日は清掃作業の最終日で

ﾚ9¨『

し騏厘]二箆ﾄﾞﾚﾊﾞ胎針

小さくなり︑皆

れる︒﹁ああ︑春

下紺屋町でも︑自治会長

思い出の焼芋会

の草刈の思い出等焼芋と煙

を受けて屋内の慰労会に

と缶ビールで会話も弾み時

大樹会会長松尾 益幸

変った︒これからもハ幡神

真田昌幸が上田城鎮護の
皇を祭神とするハ幡神社に
は千石氏が奉納した文化財

社崇拝と共にあおばずくが

には故人の患い出も残った︒
昨年から屋外焚火禁止条例
ちょっと羨ましさを感じな

の大絵馬や保存林指定の樹

憩う社の森を守り続けてい

ため海野から移した応神天

一
一

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜：〜〜〜〜〜〜Ｓ〜〜〜〜〜〜〜〜

来年も又楽しく踊りましょ

の昧﹂于どもた

さん︑分館長さん始め︑大
大きな連ができ︑日頃の忙
しさも忘れ︑いい汗を流し

ちの笑顔がまぶ

ご迷惑をかける

ストレス解消が出来だので

勢の方々の御協力に依り︑

事が多くありま

はないでしょうか︒

しい︒

したが︑多くの
皆様に支えて頂

服装に︑アレンジした踊り
にと︑若い人達の身軽さに

を果たすことが
出来ました事︑この場をお

がら︑希望と︑頑張ろうと

この棒の森は真夏の陽差

齢数百年の禅の大木がある︒

各︑達が嗜好をこらした
き︑何とか責務

借りして御礼申し上げます︒

元気を頂いた一時でした︒

雨に崇られた昨年とは違

為にも伝統や文化を守り︑
引き継いで行く事は︑私達

８２３１

゛話24

㎜㎜

２６ −

はこの光景を何十回︑いや

Ｌ

少干高齢化が進み︑夏祭

い︑今年はＩ︷日間好天に恵
まれ︑真夏の太陽の下︑人

大人の責務と思います︒

り等の行事を中出しか自治

夏祭りを満喫してくれた事

作業終了後は焼芋会を楽し

人も子供もいい汗を流し︑
と思います︒

お年寄りの知恵と若者の

んできた︒積み上げた落葉
の焚き火を二十故人の会員

今年の理事という事で総
務委員長の大役を頂き︑何

化のカギと感じました︒

エネルギーが夏祭りの活性

宮島希予人

花園四部第三部長

Ｉ

夏の祭典丿石ん祭〃

￣‑゛9『･

も分からず︑周りの皆様に

‥

が¶T）

‑8704

一一

澗づに昌犬上警22

４３２８

電話22￣1647
・
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レ
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てきたようです︒お昼には

が多く楽しくコースを回っ

このほかに︑ウィークエン

原則的に月一回回収を行っ
ています︒

ションは約４２０個所あり︑

月分を４月に交付される︶

月分を10月に︑１０月から３

４月及び１０月︵４月から９

せん︒交付時期については

ます︒またＰＥＴボトルに

品︑ＰＴＡのハンドベルの

又︑小学生のかわいい手

ＥＴボトルについては︑市

を実施しています︒またＰ

三ヶ所︑上田クリーンセン
ター︵営業日︶で拠点回収

なっております︒

基につき１５万円を限度︶と

費用の補助か行われ︑︵︱

古紙︑古布については毎月

美しい音色の合奏︑ソフト
ボール部の楽しいガラクタ

内１９のスーパーに依頼し店

ます︒

すので皆様の御座力を願い

奨励金につきましては各

自治会の会計に納められま

−
一

一

一一

子ども・高齢者・障害者・
外国人・ＨＩＶ感染者に関

らさまざまな人権問題に取
り組みを広げた﹁人権同和

差し入れていただいた豚利

ドリサイクル︵毎月第一〜

回収実績の仕切書が送付さ

合奏等︑楽しい一時を過ご

頭回収をおこなっています︒
自治会資源回収に伴う奨

一一

人権同和について

権問題という観点からわか

ｙ習諮″戈北炉

りやすく有意義なお話をお

一

同和教育推進委員佐藤 恵
子

聞きいたしました︒また後
期は︑上田ローマン橋マ

ー沁

同和に関する特別措置法

レットゴルフ場で青少年育

ｆｌ

下紺屋町副分館長村田 佳子︒
今回︑分館の仕事をさせＩ
が本年３月を持って法期限
を迎えましたが︑部落差別

成推進委員と合同のマレッ

になりました︒

教育﹂を推進していくこと

第四土曜日午前十時から正

れて来ます︒資源物を出し

を最低補償として交付され

／ ｱに満たない場合は３円

午まで︑スーパー等の駐車
場︶十ケ所︑玄所回収︵毎

やすくするため︑自治会の

衛生第一部長吉本幹男
自治会の資源回収ステー

民踊部︑詩吟部の方々の発

週水曜日午前九特から正午

ついては︑奨励金はありま

表︒どれも︑凛とした空気
を感じ拝見させて頂きまし

まで各支所でびん缶のみ︶

させて頂きました︒皆様︑

励金は古紙︑古布︑びん︑

− 2982㈹

する問題などさまざまな人

いただき和気蕩々と競技に
て頂く事となり︑文化祭に

に起因する差別事象が依然

一

参加し︑５位という成績をＩ
桧︑版画︑写真︑盆栽︑菊︑

として発生していることか

一日参加させて頂きました︒

修めることが出来ました︒
本年より子ども会育成会

が︑町内にたくさんおられ

藍染の作品等︑すばらしい
才能と趣味をお持ちの方々

来年は︑若い世代の方々の
作品も︑是非︑お待ちして

スポーツ大会の
今年で二回目となる

た︒

来年は懇親会への参加もお
願い致しまー︒すばらしい

財帯数に応じ収納庫の設置

文化祭でした︒

一一

助詞痢窓辺司馬碁
こども会育成会長
石巻 一男
とつきありてみると︑下紺

長をお引さ受けし︑子供達
の子供達ぱみな物事に真剣

三ツ有様

で体をあたため交流を深め
ました︒

トゴルノ大会を行いました︒
本年は子どもさんの参加

ら︑今後も﹁同和教育﹂か

ない触れあいの場としても
午後は︑宮川︑

おります︒

下紺屋町でも︑前・後期
に分けて計画し︑前期は上

る事を知り感心致しました︒・

有意義であったと思います︒

田教育事務所生涯学智謀の

に取り組める素直な子供達
です︒普段接することの少

今後とも子供達に気軽に声
を掛けていただき︑見守っ

沓掛様の

平林裕一先生に﹁すべての

によります謡曲︑

最後に私事にて夏の

人の人権こと題し同和問題
をけじめ︑男女間の差別・

民謡部︑

盛りに大変なご支援

歌謡舞踊︑役員︑

心配された天気もなんと
をいただきありがと

芋煮会が行われ多く

缶それぞれの売却金が３円

ていただければと思います︒
かもち︑無事に終ダするこ
とが出来ました︒町内の多
うございました︒

が︑９月８日︑日曜日に︑

の皆様にお集まり頂

資源回収の現況

くの方々に参加いただき︑
また︑昼には豚汁もご用意

苛狗訳栄すツ訥由無測裂嶽由

新築成った西小学校体育館

青少年育成推進委員 一ノ瀬
恒例の町内スポーツ大会

で行われました︒

き︑美味しく頂きま
した︒
御座いました︒

皆様の御協力有りがとうＩ

ソフトボール︑スマイル
ボーリング︑囲碁ボール︑
フワットテニス︑ペタンク
の石種目を用意して何方に
も参加して頂けるようにし
ました︒新しい種目はルー
ルがわからず多少皆様の戸
惑も有った様ですが︑多く
の人が色々の種目に挑戦し
て頂き︑有りがとう御座い
ました︒今回は時間もなく
用意しましたので︑対戦方
法など今後工夫して行きた
いと思います︒

㈱関口商店

㈱
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少年補導以声掛けから

圃□リ

良い方に向かわせるよう努

年に声を掛けて微力ながら

一一

世帯或いは65歳以上のひと
り暮らしの方が対象となり︑
○拉致死亡南無阿弥陀佛十

ノ

175
ら ︲６

ああ

・るｘ
おうら

デヱ

耳鼻咽喉科・外科

山浦 正孝

落ち葉掻く手を休めては

○この秋も

陽のかたむきを

小島寛

感じっつ居る
○木蓮の葉みな落ちて

梢のっぼみ
陽に映えて立つ

腹すわり

○白黒をきめるどたん場

かかわらぬことの気楽さ

むつかしさ

一一癖榔

年間の催事を短期間にま

とめるのは苦難の技︒

我ながら良く出来たと自

Ｓ

ムヘルプサービス・デイ

例えばホームヘルプサービ
力しております︒

居る

短歌
〇切株や二人で掛ける温みＩ
かな
○毛虫焼くＱに仏住まわせ
て
○十薬をかげ干にして気の
安し
小島 寛
○竹スキー造りて雪の降る

土げます︒

一一

民生にたづさわり
サービス等々︑これらはお

スは介護保険の対象となら
一番身近で目につくのは
高校生の喫煙です︒ト田駅

○秋暑し顔の大きなこけし

おむね65歳以上の方のみの

精神をもって常に住民の立一
場に立って相談に応じ︑社
ない方で口常生活に支援が
周辺や大型店で︑堂々と

俳句

会福祉の増進に努めその職
必要な方の買い物・調理・
洗濯・掃除等の家事援助を

やっていま大まか女子高一

少年補導委員小島曜子
私達少年補導員は︑未成

務の遂行に当たっては︑個

週一回・一一回行います︒こ

民生児童委員小林冨美子
民生委員は︑社会奉仕の 一

人の人格を尊重し︑身上に

れは有料となります︒生活

生は︑人の通る所でもおか
まいなく︑幾人かで輪に

小島寛

条・性別・社会的身分又は
門地によって差別的又は優
支援サービスは市役所高齢
化粧したり喫煙しているの

夜かな

先的・取扱をすることなくか

を見かけます︒反感を買わ

関する秘密を守り人種・信

つ︑その処理は実情に即し
はこの様な事について地域

者介護課でご相談をお受け
しておりますが︑民生委員

いものです︒でも殆どの子

山浦 良一

て合理的でなければならな
の皆様と行政との橋渡し役
として活勤して居ります︒
今後も地域の皆様のお役

供達は︑しまいには納得し

なってペタンコ座りしてお

いと自覚しております︒
右の基本的精神により職

ないように同じ目線で︑や
んわりと諭すのは大変難し

に立てます様がんばりたい

務遂行に努めており︑身近一
なサービスとして高齢者の
と思っておりますのでご指

ください︒ご投稿ありがと
うございました︒また︑広

生活を支援するものには次
の様なものがあります︒

を待つ
七十年の遊び今も夢見て

告をご提供くださった下紺

我自讃の面々︒どうぞご覧
先口は駅前交番でお話を

○米軍の攻撃避けて国連の

て火を消しでくれます︒そ
の時の喜びはひとしおです︒
削いました時︑温泉目周辺

決議受諾に民は敦はれ

導の程よろしくお願い致し

の様子が常時テレビに写っ

ます︒
ですが︑子供達の数が少な

緊急通報装置設置・配食
サービス・訪問指導・ホー

週休二日制始まる

業の皆様に心から御礼申し

商工振興会の皆様︑他の企

くなった事もあり行事への

○黄葉に衣着替し山波も
邑楊せ来りて見頃短かく

￥ｖΨｖΨｖΨ︶ｙ￥￥︶Ψ￥︾︶Ψ︾￥︾︾︾￥￥︾ｖΨ￥︶Ψ￥￥￥￥￥￥￥︾￥￥￥︾ｖΨ︾￥￥￥ｖΨ

じました︒

ているのを見せて頂き︑文
明の利器のありがたさを感

とんどありません︒
役員をはじめ︑大勢の

参加は︑中学生になるとほ

完全学校週五ロ制が本年度

れた行事なのに残念に思い

三中ＰＴＡ支部長相良玲子
毎週土曜日を休みにした
から始まりました︒
﹁ゆとり﹂の中で子供達の

ます︒

方々の協力があって計画さ

生きる力を︑はぐくもうと

週休一︒目をどう過ごせば
いいのか︒親は何をすれば
学校︑地域︑家庭がそれ

いいのでしょうか？

心四話
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電話 23
− 8480

始まったと聞いていますが

が︑どれほど︑いるでしょ

はたして﹁ゆとり﹂をもっ
て休みを使っている子供達

ぞれの役割を︑どの様に果
たしていけば良いのか皆で

うか︒戸惑いの方が多いと
思います︒

いと思います︒
これからも地域の皆様の
ご指導とご支援をよろしく

考えていかなければいけな

休みの日は遅くまで寝て
いてかえって生活が不規則
になったという状態です︒

お願いいたします︒

ｴ３日

１月

。下

富国木工株式会社

川
柳

どんと焼き(自治会胞催)
道阻神､餅つき
3月 24日
小中学生歓送迎会
21日
4月
第20回ゲートボール大会
(西小校庭)
29日
西部地区少年少女スポーツ大会
目
5月19
第1回ファミリービーチ大会
(西小体☆館)
6月 ２日
第8回ビーチボール大会
(市体育館)
９日 ＰＴＡバザー
!４口 人権同和問題懇談会
16口 第19回卓球犬会(市体育館)
23日 敬老会(山鳥園)
7月20□〜21□
祇園祭
27日 上田わっしょい
８月14日〜16日
盆踊り
9月 ８日
町内スポーツ大会(匹小体育館)
14日
育成推進委員(ザリガニ釣り)
10月 ８日
市民大行進
20日
西部公民館運動会
23日
女性の為の地域づくり講座
11月 3□
下紺屋町文化祭
17日
小学生おたのしみ会
23口
公会堂大掃除
3LI

朗

地域との交流も下紺は他
の地区に比べ行事も多いの
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