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よいじやねえないが
みなさんに支えられて

一ろ
る忿
思いが
がし
しま
まし

自治会長 須藤

清克

体グループが

には趣味
る十二の団

分館役員のご協力を得なが
ら︑本年の事業が終るうと

を深めていることです︒発

を超えて楽し

嗜好を同じく・

していることを嬉しく思い
ます︒本年会長になって気

大の機会は主に文化祭であ
りますが︑毎年﹁一目だけ

って︑年齢
ながら交流

づいたことが二つあります︒
一つは︑子どもたちを中

置き︑温かく見守りつつも︑
時には厳しい態度で︑摺れ

将来この地域を担っていく
子どもたちを常に念頭に

殺と痛ましい報道が多く取
りドげられています︒役員
が事業計画立案に当っては︑

協力いただいた会員の皆様
のご健勝とご多幸を心より

でした︒
最後になりましたが：ご

が多かったように思います︒
本当に一年間お疲れさま

﹁終ってみれば行事にはそ
れぞれ意義がある﹂等意見

役員さん方には﹁よい
にやねえ﹂と思いますが︑

動いている子どもたちの心
に正面から向き合っている

勤が多・

孝
なりと

祈念し筆をおきます︒

分館報発行に寄せて

地域での

分館長

てきましたが︑地域の大勢
の方々の協力を頂きながら︑

は新しい試みとして︑西
部・塩尻地区元気教室に応
募して様々な取り組みをし

という雰囲気をつよく感じ
とることが出来たことは︑

か︒次代を背負うこども達
を地域全体で育んでいこう

動への認識も意欲も高まっ
てくるのではないでしょう

治会役員の皆様をはじめ︑
多くの方々に心から感謝い

無訂終了ずることが出来ま
した︒竹細工作りへの参加︑

な１千だったと思います︒
社会での様々な変化が︑
こども遠の生活にも影響を

たします︒

分館を運営していく立場に
ある者にとって︑大変心強
く頼もしく感じました︒自

及ぼしてきているところで︑

文化祭への作品出品︑育成
会の新上田市探訪等︑多忙

も貢献し
いると思うこと
が出来るとすれば︑分館活

少正

浦 一

役員の姿に本当に頭の下が

少子化時代と言われなが
ら幼児虐待・いじめ・自

ではもったいないよ﹂の声
が聞こえるほどの充実した
発表会であります︒

二つめは︑・

館た

心に据えた分館事業計画を
推進していること︒

本年度は自治会三役がＩ
新し︑会員の皆様・自治会・

みあす分

ｰ一一

18年度の分館事業も残す
ところ僅かとなり︑今年

て活山
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笑顔であいさつ明るい一日
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下紺の子ども達は︑地区
の皆さんに見守られ︑沢山

西小支部長 西潭 理恵

た思い出が心の支えとなっ
て頑張れますように︒そ

なって⁝︒子ども達が大人
になった時︑この楽しかっ

沢山の思い出︒子どもの
笑顔は︑私達大人の宝物と

囲碁教室︒忙しいくらいの

の行事を通じて心の宝物を
貰っています︒

していつか子ども達白身が︑
ふるさと下紺となって明る

下紺チ几ドしン

重くても担ぎ続けた祇園︒
雨の中︑元気よく踊った︑

い未来を築いてくれますよ
うに︒

ラップを作りました︒初め
ての体験だったけど︑とて

町内スポーツ大台

なで作る
ポーツクラブ

体育部長関□ 泰彦

の皆様にもご協力いただき
３５名の参加で老若男女三

子でマレットゴルフ大会﹄
を十月Ｔ口に開催致しまし
た︒マレットゴルフ同好会

た︒
これは︑毎日生活してい

合型地域スポーツクラブ﹂
と言うものが載っていまし

スポーツを楽しんでいる人
が︑多くいると思います︒
先日︑みていた雑誌に﹁結

我が町にも︑いろいろな

曇ご

世代混合の大会とすること
が出来ました︒

る地域の中でいつでも︑い
つまでもスポーツが楽しめ

後期自治会懇談会として
恒例となりました⁚町民親

分館の役員をお引き受け
して五年間︒下紺は何かと

しくお願いいたします︒

楽しめるスポーツを考えた
いと︑田心います︒
来年︑大勢の参加をよろ

つぎは︑みんなができて

しました︒そうです親子以
外の町内の皆さんが少な
かったのです︒

あいあいと一口楽しみまし
たが︑何か物足りない気が

ツ大会は︑親子でソフト
ボールを行いました︒和気

いてありました︒
９月に行った町内スポー

る︑地域の皆さんの手づく
りによる新しいタイプのス
ポーツクラブのことと︑書

きことと感じています︒

の伝統が根付いているとい
うことを再確認し︑誇るべ

積極的な参加で︑子供たち
を見守るいわゆる社会教育

行事が多い地域ですが︑Ｐ
ＴＡや各同好会の皆さんの

一一−

ふれあいの旅
西小五年中村幸輝
１０月２１目︑下紺屋町の旅
行へ行きました︒ぼくはこ
のような旅行に参加するの
は初めてで︑前の日からワ
クワクしていました︒

わっしょい︒今年はハ幡神
社で竹細工もしました︒手

マしットゴ几フを通じて

西小五年西海奈央
私は︑初めて銀細工に参

もいい思い出になったと思
います︒私の中の︑たった

青少年育成推進指導員
石巻 一男

作り水鉄砲と竹馬で︑水び
たしになりながら︑境内を

加しました︒最初はどんな
事をやるのか︑とてもドキ

Ｉつの心に残るいい品物に
なったと思います︒また機

み
スん

。ぶ石法‰

本間昭一
普段は家の中で過しがち
な子供達が︑この盛夏の中
した︒行く途中に橋があり
高くて足がすくんでしまい

始めに巣栗渓谷へ行きま

一日を屋外でいかに︑あき
させない様に過させる事が
ました︒でも︑まわりの紅

遊びまわった一日︒その他
にも銀細工︑ふれあい旅行︑

ませんか︒お子様と又お仲
間と簡単に始められる囲碁

ドキしていました︒でも始
めてみると︑ねんどみたい
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葉がとてもきれいでした︒
お昼は︑山菜うどんとお

んおやきは食べないけれど︑

だんピカピカ光ってきて︑
とてもきれいでした︒それ

が最適です︒親しい仲で白︑
黒はつけません︒赤と白で

ざいました︒

会があれば︑参加して︑作
りたいです︒今回は︑作ら
せてくれて︑ありがとうご

で︑その銀を︑ビしズといっ
しょに糸にとおして︑スト

ポイントがたまる得点制で
す︒初心者川九路盤セット

がりは︑すこし白っぼくて︑

を用意しました︑ぜひ一度
同好会に御参加ヌ︲さい︒

昌｡

一番心配の種でしたがその
心配もすぐクリアできまし
た︒自分達の材料の竹を自
分で用意したり普段やらな

とてもおいしかったです︒

;

銀には見えなかったけど︑
こすっていくうちに︑だん

席,

やきを食べました︒ふだ

い事ばかり︑皆一生懸命に
自分の作る物に頭を使いな
がらの作業でした︒私が一

住んでいる近くの場所の
旅だったけど則の人達とい
ろいろな体験かできとても

番印象に残ったのは一人の
女の子でした︒朝は竹馬に

楽しい一目でした︒

・

な物で︑それを丸めて︑色々
な形の型につめて︑とても
楽しく作れました︒出来上

銀細工

t光゛ｊ
￨贈

￨
願

も乗れない子が午後はもう
乗れる様になったのはおど
ろきでした︒良い想い出と
なった事でしょう︒子供達
も一日を楽しんでくれたと
思います︒私も子供に戻っ
たような気持ちになりまし
た︒尚︑ご協力していただ
いた皆様本当にありがとう
ございました︒
囲碁・将棋だより
同好会橋本輝男
囲碁︑将棋同好会も発足
して２年目の今年はまず
ルールが簡単でだれもが取
組やすい囲碁を取上げまし
た︒活動は第２日曜１０時か
らの対局及び勉強会又イベ
ント等に参加させて頂いて
会への参加を呼び掛けも行
いました︒囲碁を通じて思
考力を養い親睦を深め豊か
な時間を過そうではあり
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毎年行事のＩつとして行一

商工振興会だより

振興会長渡辺謙一

歴史ある商．Ｌ会ですが昨
今の時節柄か会員が少くな

の配線工乖を町内の電気工
事四事業所様に毎年お願い
して屈ましたが︑徳田様の

りました︒役を受けました
が一番の課題です︒盆踊り

集め︑使用材料又は製作方
法を模索して試行錯誤完成

発案でメーター器材を心良
く出して戴き︑毎年の工事

資料︵設計図︶を

した作品に満足し次作は城
郭建築の最高峰優美で堅固

をせず通年電気使用が出来︑
ハ幡宮氏子総代の方に心良

Ｉ の城といわれる姫路城︵白

鷺城︶にチャレンジし納得
出来る模型の城づくりにし
たいと思う

あなたも新しい会員に ︲︲

お迎えしたい

大樹会中沢良精

我が大樹会員になると︑
いきいきとした高齢期の生

活︵シニアライフ︶が実現し
ます︒その利点を上げると
①地域に新しい仲間ができ︑

く了解して戴きました︒会
員の提灯も傷みがひどく新

調しました︒会員がもう少
し踊りに参加していただけ

れば有難度いです︒明るい
町内にとハ幡宮鳥居両脇と

外三ケ所に花壇を設けまし
た︒水やり等の管理もお願

し御奉仕で美しく咲き︑行
き交う人々が﹁美しいね﹂
と耳にし︑新聞にも載りま

則内の商店等の御利用を

少しでも町内の発展になれ
ばと考えています︒

した︒
少数の会員ですが何とか

②活動に参加することで︑

お願いいたします︒

健康の保持と増進につなが

が出たこと︑などです︒

れの若い人が入会し︑活気

昭和十三年・十六年生ま

生まれの荻原ふじいさん︶

出たｙ﹄と︒︵明治四〇年一︒一月

ら満百才になられた先輩が

りました︒大樹会員の中か

今年もうれしいことかあ

こと︒

動への参画と貢献ができる

公園の環境整備など社会活

③ハ幡神社境内︑北部児童

ること︒

らぎ充実感が得られること︒・

一一

と文化の丸子・塩田︑そし
て︑流通の仕組みを学ぶた
め︑酒蔵と農産物総台東出
荷場を訪ねた︒

民の活性化のために交流や
憩いの場として楽しむ作品
展示に優れた技術を持って

われる文化祭の企画運営をＩ
される役員方々の熱意で区

それぞれどのように︑上田
市が映ったことだろうか︒

いる趣味の方々が大勢いる
のには感嘆しました︒会社

人生経験豊かな年配の方
の優しい目︒あらゆる可能
性を秘めた子どもたちの目︒

確かなことは︑世代を超
えた相手を思いやる目と心

完璧な威容を伝え天ド無双

旅城･美手上
行郭･な作
を建･趣り屋
兼築･きの
ねにを面盛
て魅も白
写力つ味夫
真をたに

孤独感がなくなり︑心の安

一一
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快な履物リレー︑などに熱
戦をくりひろげ︑中でも最
とも熱かったのは︑網引き
だったと思う︒１２名の息の
合った引で全勝はとてもすＩ
ばらしかったです︒
今後とも分館活動に公民
お願いいたします︒

館事業に皆様のご協力を︑
が︑下紺の中でしっかりと
生きづいている︒

勤めから解放され自由な時一
間を利用し生きる励みの趣一
味として植木ヽ野菜作り等一

忘れずに伝えていこう︒

の合間に住宅の模型作りを

民をはじめ信号待ちする
人々の心を和ませてくれて

一

一年を
ふりかえって
下紺屋町分館主事
一之瀬裕
今年も後わずかで終ろう
としていますが︑公民館の
体育事業をすべて終り一年
をふりかえって見ると︑４
月の卓球︑５月のファミ

日帰りバスツアー
に懇う
子ども会育成会長
丸尾信夫

又化祭に携つて
田中 紀子

通りから国道１８号へ出る信
号機の手前右手︑そこに﹁順
天古流々祖法規賞松操先生
之碑﹂が建ってます︒この
碑は流祖の弟子達が昭和Ｈ
年に建設したむので︑この
広場が町内にあるというこ
くの皆様に会場へ足を運ん
で頂けることが何よりの喜
びとする所なのではと思い

おります︒

とから率先して除草したり
四季折々の吊花を植え︑町

ました︒

−一一一一

リービーチ︑６月のゲート
ボール︑１０月の運動会と多
くのスポーツに地域の皆様
に大勢参加し大会を盛漱げ
ていただき有りがとうござ
います︒
運動会は︑残念ながら６

第23目文化祭︒丹精され
た大輪の菊に迎えられ︑一
階展示場にはｆ芸の数々︑

・づ社書置器19川

写真・絵画・スケッチ等々
素晴しい作品に目を奪われ
ました︒午後はグループ発
表︒民謡・詩舞・フラダン

功労者表彰

た﹁どうせやるなら楽しく﹂
との思いを強く感じられま

作業をする皆様の中に︑以
前︑分館長さんの目にされ

埋事として係わり︑会場の
設営︑後片付けと一連の

ん方の寸劇を拝見し︑下総
の未来を背負われる皆様の
力強さを感じました︒私も

スと日頃の精進を楽しませ
て頂き︑又ＰＴＡのお母さ

が9馬

これを機会にと下紺上田
市探検隊三十七名が晴天の

した︒そんな人達の于で目
を重ねてゆく文化祭に︑多

ド

位でしたが︑二人でジヤ
ンプ︑水を大切に︑大なわＩ
とび︑ボールウェーブ︑軽

今年の三月六日に二町一

レ

遍

下︑錦秋の果菜渓谷︑歴史

村が合併し︑新生上田市が
誕生した︒
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三中支部長宮尾香代子

町内ごみ拾い
ルフをやられる方は是非
奮って参加願います︒

の人まで︶いろいろな方が
参加しておりますので︑ゴ

い事へのチャレンジは︑不
安だらけだが︑素敵な出会

習は楽しみで︑生活に潤い
を与えてくれている︒新し

一一

中学では毎年惧例の内内

いがあった︒体を動かす事
が好きな方︑下紺ビーチ同

た日々に︑ビーチボールに
目覚めさせてくれた仲間︒
時には試合でボロボロにな

が91きっと変わるはず？

賞品もたくさん用意して
おりますし︑連絡願えれば

丸尾美帆

る私を励まし︑勇気づけて
くれた先輩方︒

☆礦吻

い事へのチャしンジ
は下紺ビーチ同好会

します︒

好会に集まりましよう︒体

田 芳枝

した︒
私も今までに何回か参加
させてもらいましたがタバ
コの吸いがらやジュースの

きなゴミがけっこう捨てで
あるのに驚きました︒

二年経過した現在︑技術
は上達していないが毎週

子育てだけに追われてい

これをきっかけに子供も
大人もゴミに対する意識や

土曜日に西小で行われる練

缶・おかしなどの袋の他に
ビニールの袋につまった大

約一ケ月前に︑案内状を届
けますので︑宜しくお願い

続きはエコハウ

平成１５年12月に西小児童
みまもり隊に入るよう依頼
され１６年４月から引き受け

することはできませんでし
たが三年生を中心に行いま

る時に︑補助金

印するだけ

夫１・多少大きくてもぷ心っ
くん元気回という思いで
て今日迄続いてます︒初め
て立った場所は西小学校の

マナーをもってほしいと思
います︒

＝49 斗１禎１︒１ｊ４・︒漱に

遍﹇鯉組即
團頑二樋ご

一一

きます︒
スで購入
記入し
印鑑
忘れずにお願いし

全体をかき混ぜてください︒
いつの開にか分解されて︑
歩道橋の前です︒児童の皆
さんが︑生卵方面よりと下

副自治会長島川祐一

振りかえって

一 西小児童みまもり隊

ます︒

ごみ拾いを夏休みに斤いま
した︒
部活と重なり全員が参加

︾生ごみの出し方再点検！庖
畑などのある方は︑コン
ポスターを便ったり︑米ぬ
かと混ぜて一時発酵させて
土に入れると良い肥料にな
りますね︒
また︑﹃ぱっくん﹄を便っ
て一時処理し土と混ぜれば︑
臭いむなし︑手間もかから
ず大変便利です︒﹁ぱっく

良い肥料になっていきます︒
流しの三角コーナーに生ご
紺方面より登校する姿を直
線で視界がきくのでこの場

ん﹂に入れる生ごみは︑神
経質に合ざまなくても大丈

みをためておくと︑水が切
れずに腐りやすいです︒な
所を選びました︒初めてみ
まもり隊に参加した特︑私
から挨拶をすると低学年は
挨拶をしますが高学年の挨
拶は少数の人しか出来ませ

るべく使用せず︑新聞紙や
トレーを利用して水分を取
りましよう︒
ごみの収集処理は︑すべ
て税企てまかなわれていまＩ

んでした︒一年みまもって
見ると子供さんの顔を全員

日

す︒わずかな水分でも︑多
ければ多いほど処理費用は

日

覚える事が出来ました︒３
年間立った今は︑児童から

日

１

●

かかります︒大切な税金を
無駄使いしないためにも︑

日

ゴルフ同好会より

川ｔ０１１
１１９Ｊ

﹇口口日﹇口﹇ｎ

日

で氏補コ
す名助ハ
゜を金ウ

挨拶をして来ます︒これ
からも事故が起らない様に

日

ゝ
にるゝ一 ●I
往時
所に

自分で出来ることを考えた
り︑上から生まれたものは

回

太田 一夫
ゴルフ同好会は平成元年

日

書す手太

願っています︒

日

記文
早大付
艦し中
を押請

土に返す︑そんな少しの努
力がごみの減量にもつなが
ります︒

日

︲︲i

︲jj

⑩⑧⑧⑩

私が編集担当を任され︑
ましたが︑上手く編集でさ

るのか心配でなりませんで
した︒編集委員の皆さんの

お力添もあり何んとか形に
なりました︒それに増して︑

ご寄稿いただいた皆さんの
ご協力本当にありがとうご
ざいました︒ ︵菊池︶

日日

Lり
f乙
QH
１

日日

９︶一ａ
り乙

口口口口﹇口口口
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ｎ月

日

19

日

24
7月22
29
8月 ６
工4
9月 3

より毎年春︵５月頃︶と秋
︵10月頃︶町内ゴルフコン
ペを開催しております︒
ここ数年は新しい方も増
え４組16名程で実施してお
０ます︒
初心者から超ベテランま
で︵白マークから赤マーク

26
５

12月

23
１

10月

﹃ぱっくん﹄に補助金！
６月１日よりバほっくん〃
に市より補助金が出るよう
になりました︒
今まで４００円だったの
が半額の２００円で購入で

６月

目

7
29
30
5月

日

まゆ玉作り
どんど焼き
文化部・女性学級本場の絞子作り
道祖神祭（餅つき大会）
上田市学童サッカー大会
西部公民館第23回卓球大会（ＰＴＡ支部長
の西沢さん優勝）
西部公民館第５回ファミリービーチボづレ大会
ゴミゼロ（ゴミひろい八幡ぺ８号ぞい）
文化部・父性学級パッチワークのカード
入れ作り（６／６・２Ｄ
ゲートボール大会
西部自治連スマイルボーリング大会
敬老会
人権同和懇談会
F認知症と共に暮らす」講師中沢純･氏
下紺ＰＴＡバザー ・ 囲碁教室
祇園祭
上田わっしよい
下紺元気クラブ・竹馬、水鉄砲作り
盆踊り入会（14目〜16田
町内スポーツ大会（親子でソフトボール）・
芋煮会
文化部・女性学級芳香剤入ニット帽rづ
くり
下紺元気クラブ・細細エスドラップ作り
青少年育成・人権同和合同懇談会（親子で
マレットゴルフ）
西部公民館第27回運動会
分館・育成会特別企画紅葉の巣栗渓谷と
新上田市再発見の旅
文化部・女性学級シルバークレイ指輪作り
下総文化祭
公会堂大掃除（自治会・分館役員合同）
文化部・女性学級「健康体操教室」
日

１月14
15
19
2月 ５
３月18
4月16

日

そ 新
れ し
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