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清克

しょうか︒
は頭のさが

どこから湧いてくるのでし

ょうか︒
月一回開催される理参会︑
分館運営委員会で熱心に企

画︑立案︑検討されますが︑
ここまで結束できる組織力

は︑常日頃町民がお互いに
信頼し合い︑皆で支え合う

温かい気持があればこそ︑
いざという時に団結できる

のかと思います︒
今後とも︑このよき伝統

若きも揃いの法被姿で練っ
た祇園祭︑密度の濃い内容
のあった文化祭・発表会等

に前進させていってほしい
ものです︒

は大切に継承していきなが
ら︑よりよい下紺屋町を更
は︑小学生から七十
代まで延百二十名余

町民の皆さまのご協力に
感謝致します︒

いることは一抹の淋しさを
覚えます︒

でした︒ただ︑年々参加さ
れる方が少なくなってきて

正孝
了できたことは大変な喜び

史を忍ばせる旗等も展示さ
れました︒発表の部も楽し

はレベルの高い作品が多数
出品され︑また︑下総の歴

締め括りとして十一月三日
に実施し︑展示コーナーで

御礼申し上げます︒

ます︒自治会役員の皆様・
分館運営委員の皆様︑ご協
力頂いた町民の皆様に厚く

ぎをしてまいりたいと思い

前に進んで行くことは出来
ません︒このことをしっか
り自覚して次年度への引継

になります︒多くの町民の
皆さんの支えがなければ︑

いずれにせよ︑分館の活
動は縁のｔ︲の力ということ

質の高い作品に触れ︑感動
されたとのことでした︒

いプログラムで構成されて
共に充実した内容でした︒
外部の方も見学に訪れ︑

らやっかみ半分羨ましがら
れました︒文化祭も本年の

会・ビーチボール大会で優
勝出来ました︒他の分館か

て頂きました︒スポーツ活
動は西部公民館主催の運動

とと思います︒この時も︑
分館役員ばかりでなく多く
町民の皆さんに手助けをし

にした方もいらっしゃるこ

んでくれました︒後に十一
月の文化祭にも作品を展示
してくれましたので︑お目

数の参加者があり︑それぞ
れ思い思いに工作に取り組

八月︑小学生対象の木工
教室を開催したところ︑多

へ／Ｘ／へ／へ／Ｘ／Ｘ／

々︑数多い年中行事をこな
していく秘めた底力は一体

なによりです︒
他にも︑町を挙げて老も

に一人が六十五歳以上の方
になります︒皆さん元気で

屋町の高齢化率は34・８％
で町中で顔を合わせる三人

また︑市の統計では下紺

者を集め
役員の皆さん
る思いです︒

自治会長

どこにある﹁町の底力﹂
文化祭に二つのカ
ップが飾られました︒
奮闘して勝ちとった
ビーチボール大会そ
して劇的逆転で得た
西部・塩尻地区運動
会の優勝杯です︒こ
んなことは夢のよう

にで腫

Ｊ
年

にもなったのです︒
どうやってこの出場

な快挙さでありまし
た︒
運動会の参加人数

た須
の

分
之館
長長山 山
浦

づ分館活動この
胎犬
平成一九年
度分館治動も
ほぽ終了の時
期となり︑私
なりにこの一
年を振り返っ
てみたいと思
います︒三月
予算編成から
始まり︑運営
委員会の開催
でスタートし
自治会の協力
を得ながら︑
事業や行服を
遂行してきま
した︒夏祭り
の参加︑盆踊
りの準備から
後片付けまで︑
多くの方々の
支援を得て終
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勝利の女神は劇的な幕切
れを用意していた︒正に神
のみぞ知るである︒
情火の下︑第二八回西部
公民館主催の運動会が開催
された︒我が下紺は︑一昨
年が優勝︑昨年が六位に終

一

見事制し︑以後ト位に入る

﹁次郎山登山﹂
体育部長関□ 泰彦

年は登山を計画し︑場所は
市民の山である太郎山に決
めました︒

毎年九月にスポーツ大会
を開催してきましたが︑今一

ナーレに向かう︒
最終種目の混合リレーを
信州には市や町にそれぞ
れ地元に愛される山があり︑

種目が目立ってきた︒女神
様のシナリオは感動のフィ

残し︑西脇と一点差の二位︒
その西脇が三位に入ったた

れからかきつい事︑なんと
か登頂して開けた素晴らし
い眺めに思わず万歳でした︒

文化部・女性学級

一年をふりかえり

今年の女性学級は︑パッ
チワーク﹁鯉のぼりのタペ

・そして12月の︑文化部共
催﹁料理教室ノキムチの素
作り﹂で︑年初に計画した

副分館長／女性学級長塩入 厚子

れているそうです︒
展望のよい場所で腰を下

ストリー﹂制作からスター
トしました︒

全講座︵６作品︶が終ｒし
ました︒

頂上の少し下には︑太郎山
神社があり養蚕の神と祭ら

ろしてお弁当を食べ︑帰り
は裏参道へ下りてきました︒

布の微妙な色合いや柄を
活かし︑一針一計丹念に仕

西小四年 田□ 紅音
９月９日に下紺の行事で
太郎山に登りました︒行き
は︑表山道の方から行きま
した︒しばらくしたら︑﹁
もうこんなに登ったの？﹂
と言える位︑がけがあって

癩丿引１武Ｊ

士礦犬馴Ｆ

凌ホエ教室郊郊捗．斤

西小六年松田拓也

夏休み︑木工教室に参加

しました︒ぼくはやる前か
ら何を作ろうかと楽しみに
待っていました︒

本だな︑船︑飛行機など
いろいろあったけれど︑ぼ

明水が流れていたので飲み
ました︒フラフラだったけ

くは巣箱を作ることにしま
した︒のこぎりやかなづち
て休けいしながら行ったら
頂上にやっと着きました︒

どあきらめずに最後までが
んばって歩きました︒暑い

味わうことができました︒

帰りは足取りも軽く登りの
半分くらいの時間で裏参道

文化祭に数多くの作品を
展示出来たこと︒それも大

太郎山もその一つです︒
中には毎日のように登る

上げていくパッチワーク︒
その楽しい苦労？と︑出

め︑二位以上でなければ賜
杯に手が届かない︒情況が
方もいると聞いております︒
さて︑心配した参加者は

の入り□まできました︒そ
こで飲んだ湧き水がおいし

厳しい中︑最終ランナーで
ドラマは起きた︒見事︑一

い人は一時間で登るところ
我々はゆっくり時間をかけ
て登りました︒
頂上までには３つの鳥居
があり︑その中の赤い鳥居
までくると後もう少しで頂
上と聞き元気がでたが︑そ

こわかっかです︒右と左に
分かれました︒私は左に行
きました︒左の方が楽だと
言っていたけどＩつ目の鳥

お昼は︑神社の方で食べま
した︒けしきが何と言って

日で天変だったけどよい思
い出になりました︒

楽しい一日をすごさせてい
ただいてありがとうござい
ました︒

めての作品なので良い思い
出になりました︒こんなに

出来ました︒くぎが少し曲
がってしまったけれど︑初

紺の方々に手伝っていただ
きながら︑完成することが

をあまり使ったことがない
ので︑なかなか思うように
進みませんでした︒でも下

で二

きたいと思います︒

皆さまとの親睦を求めて︑
幅広い講座の検討をしてい

きな喜びでした︒
次年度は︑さらに大勢の

小学４年生から最高齢の自一
治会長まで２５名の老若男

みがでないことを願い︑帰
途につきました︒
最後に︑神社で願ったご

来上り時の嬉しさを存分に

着でゴールのテープを切っ
たのだ︒鳥肌が立った︒

女が集まり︑また西部公民
館の中村主事︑太郎山の事

かったこと︒
皆さん明日から足腰の痛

神掛かり的な優勝︒そうだ
ハ幡様が見守っていてくれ

二年前にこの大会の参加を
きっかけに︑今では同好会

もきれいでした︒帰りは︑
うら山道を通りました︒金

いには右の人の方が先に着
いていました︒すごく歩い

。゛

７

わっている︒
しかし︑この九月に開催
されたビーチボール大会で
下紺は初優勝の快挙を達成

活動にまではまってしまっ
ています︒年一回なんてつ

太草根盲 ｙて

利益か︑おかげさまで西部
運動会優勝出来ました︒

たに違いない︒
競技に参加いただいた方︑
裏方で飲食の準備に追われ

９月２日︑第13目西部公
民館ビーチボール大会が行
なわれました︒この日の為

まらないＩ白Ｉチ同好会で
は︑ビーチの楽しさを共感

花の説明や鳥居の石を切り
出した場所を見たりと︑早

は熟知している緑ケ丘の霜
田さんに︑案内をお願いし

序盤戦はド紺らしい？ス
ていた方︑本当にお疲れ様
でした︒心より感謝いたし

したばかり︒山浦分館長も
﹁二匹目のどじょうを狙
う﹂と意気軒高︒
ローペース︒オリンピック
精神を前面に出しての展開
ます︒
さて︑女神様︑いやハ幡

併せてお礼申し上げます︒
ありがとうございました︒

である︒
しかし︑昼食でエネル

様︑来年はどんなシナリオ
をご用意？

に︑一ケ月程前から週一回
酷暑の中︑技術向上に練習

したい方︑大募集中です︒
活か脱線しましたが︑とに

ヤｊ

応1，

鞠軸に

ぷ

４
斜影
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出発しました︒勾配はけっ
こうきつかったが所々で草

ギーーを補給し︑命を懸けた
綱引きから様相が変わる︒
いや︑その倍人相も一変︒
ここ三年負け無しの種目を

勝！もう最高です︒その後
の︑祝勝会は︑盛大でした︒

[yccF]高６高６息ｏｅ高６︵必６砧８∩で貝⁚Ｔ八叩０高 ︵Ｆ ｃＤ=

ビＬチポー几大昔傷膳

を重ねてきました︒
当日は︑すばらしいプレ

かく﹁下紺優勝バンザイ﹂

︒ビーチなんて無理・・・
゛と言っていた私なのに︑

ーの連続で︑どのチームも
好成績︒きつい？練習の成

田□勢津子

果を発揮し︑みごと初優
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新保健彦
私が︑ド紺に引越して末
て︑回年半程たちますが︑
文化祭の発衣会に参加した

のは︑三回目となります︒
今まで︑自治会活動とは︑

無縁の私でしたが︑こちら
に来でからは︑商工会の一
員として︑ギター演奏と歌
で︑楽しく参加させていた
だいでいます︒
毎年思うのは︑世代を越

ました︒中には︑親の方が

人権

関心と

題に

解を！・

人権同和教育推進員
植松玲子

我々推進員の仕事は︑人
権を尊重し︑差別のない社

会を作る為の︒教育を啓発推

進することである︒
その為年一一回︑自治会人
権問題懇談会を実施し︑地

域の皆様に人権問題を自分
白身の課題としてとらえ︑

お経には︑お母さん方の作
ったおいしいカレーを食べ

昨年は宅老所﹃もくれん
﹄代表中原純一氏による﹁
認知症と共に暮らす﹂今年

人権尊重の意識を持って頂
くよう務めています︒
えて︑多くの方が︑参加さ
れ︑展示物・発表会共︑み
なさんのパワーを︑感じま

子供達にとっては︑大満足
のＩロだったと思います︒

関清子氏を招き﹁男と女は
思いやりで﹂をテーマに講

夢中になっている場面もあ
り微笑ましい限りでした︒

す︒
これからも︑沢山の方が

今回の作品は︑きれいに色
も塗られ文化祭に展不され
たのでお目に掛けられた方

が出来たと思います︒
今後も子供の育成活動に

尽力して参りますのでご協
力ご指導賜りますようお願

い致します︒
最後になりましたが︑今
回ご協力頂きました皆様︑

有り難うございました︒

強く願う次第です︒

ことで︑偏見と差別がなく
なり人権が守られることを

から大勢の方々が人権同和
問題に関心を持ち理解する

日常的に人権揉闘が行なわ
れている今日︑身近な地域

権問題︑宗教︑文化︑思想
等の違いから紛争が起き︑

思いました︒
世界に目を向けると︑人

は︑元県目縁連合会保健師
参加する文化祭を︑末永く
続けていって︑いただきた

演会を開催いたしました︒
大変実のあるお話で︑拝

会長 西渾宏幸

下紺こども会育成会

沁沁沁沁沁沁堵堵沁父沁

父沁黛堵堵沁沁堵堵沁堵
ホ ュ教室 四

いと思います︒

も多いと思いますが︑一際
輝いて匯えた事と思います︒

聴された方々には概ね好評
でしたが︑私の力不足もあ
り︑参加者が少なく残念に

−

ジ．Ｈ

から西校校庭で五部会対抗一

された事である︒今年の文・
化祭に展示された古ぼけた一
二本の旗竿の一本がこの運

2SISQΞa8za

子供たちと︑地域住人と
の交流を目的に開始した昨
一
年の竹細工教室に引き続き
今年は︑木工教室を行いま
した︒
多くの地域の方︑保護者
の方のご参加をいただき︑
子供だちと共に鳥の巣箱︑
飛行機︑船などを作りまし
た︒普段使い慣れないのこ
ぎりや︑のみなどを使い︑
板を加工しているときの子
供達の目は︑とても輝いて
いました︒又︑皆様には子
供達を根気強く指導して下

そして地域の皆様との交流
という生涯忘れない思い出

この木工教室では︑何か
を作り上げる喜びと自信︑

一‑

１ｊ゛ａａ

ド11・ＴＡ振舞を振斯籍ゴ㈹﹂﹄
皿半世紀前の
下紺屋町
大樹会徳田 短雄
今から五十一年前昭和三

があった︒そのＩつが一月

︲ｔ一年に区内で二つの事項

ど私たち親も童心に返って
楽しみました︒自治会と一
ら緑が丘自治会が諸般の事
情で分離独立をした事︒今

ト五日付けで下紺自治会か

体となってＰＴＡ活動を出
来たことを感謝しています︒

難いことだと思っています︒
木工教室や太郎山登山な

雨の中のｍ回ざに八寸スドリＪソ
て一番印象に残るＰＴＡ活
動です︒誰ひとりとして不
満を口にせず︑口唇をムラ
サキ色にしながら寒さや疲
れを吹き飛ばして頑張った
子ども達の姿に胸が熱くな
りました︒これも子ども達
二丁目︑花園︑八幡︑山洋

一つは自治会内で一丁目︑

を周囲から励まし︑応援し
て下さった自治会の方々の

の運動会が十回卜一年間開催一

社宅の五部会に編成され秋︲︒︲

お陰だと大変感謝していま
す︒
いつも周りから見守られ

癩瀕︸

動会に優勝した地区に与え

ているとい
う安心感が
子ども達だ
けでなく私

た優勝旗の旗竿である︒盛
大であった事が思い出され

たち親に

ｍ男舞祭に雄匯副即⁝⁝⁝⁝︒︷一回

る︒今一本の旗竿は昭和九
年頃から下紺の区旗として
使用した旗竿であり運動会

ように思います︒

犬ｔ層

にも会場に使用し︑下紺の

によって三基目もお披露目

過去を物語る貴重な宝物の

くの雨でしたが︑出場取り
消しの自治会のある中︑花

する事ができました︒市街
地に繰り出した夜はあいに

下紺屋町田会会長佐藤好彦
例年通り町内回りの担ぎ
手不足が懸念された中︑皆
様の御協力により︑従来通
りの二基の神輿に加え︑昔
第一線だったシニアの皆様

一一一一一一一一

さり皆完成することが出来

番恪

車・子供神輿・大人神輿が
揃って参加︒下紺屋町の粋
と心意気を見せました︒中
でも中央交差点での子供神
輿と大人神輿の演舞には︑
各方面よりお褒めの言葉を
頂きました︒来年以降も伝
統の中にも時代にあった祇
園祭が実施できます様︑町
民の皆様にはご理解と御協
力を御願い致します︒

ヂ
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生活環境部 池田 保次
の︑御協力を︑お願い致し

ほ日Ｍ３９ＵＪ９昌ｌ
今までの役員さんの︑御

に﹁コロペタ六作戦﹂ ⁚フ↓

⑩④⑧⑩

まり文化祭と︑コ牛の行事︑
スポーツにと︑すばらしい

今年もどんと焼きに初じ

からのご︒時間あまりで︑道
路に緑色の素敵な歩道が出

思い出をご投稿いただき誠
にありがとうございます︒

三中ＰＴＡ支部長 橋本紀子
西小学校から︑﹁通学路
の整備を！﹂との要請から

来ました︒今回の様な︑一
つの作業を通じて︑これか

公会堂大そうじ（自治会、分館役員合同）

苦労が実り︑仕分け︑梱包
自治会長さんをはじめ︑多
くの方々との打ち合わせ等

コロペタ大作戦（通学路グリーン塗装）

25日

ます︒
五月ニト七日の﹇ゴミ０

ピーチボール大会︑西部
運動会︑Ｗ優勝おめでとう

女性学級／手芸講習会

運動の日﹈には︑多くの区
民の皆様︑又今年も︑﹁山

らも通う子供達にも︑今ま
で通っていた子供達にも地

24日

なども︑かなり良くなり︑
業者の方からも︑ほめられ
る程には︑なって来ました
の下準備を経て︑他の地域
のものをお千本に︑市役所

６日

洋電気﹂の四十名もの皆さ
んの︑御協力を頂き︑ごみ

青少年育成合同懇談会／マレットゴルフ

が︑もう少しルールを︑守一

７日

菊池政則

西部公民館第28回運動会（優勝）
下給文化祭

21日

今まで回収されずに︑残

お陰様で︑分館報が完成し
ました︒ご協力本当に有難

町内スポーツ大会／太郎山登山
女性学級／手芸講習会

ってほしい人もいます︒

域の方々とのふれ合いを含
め非常に良い経験になり︑

盆踊り

ございます︒
ご投稿下さいました皆様︑
感謝の気持でいっぱいです︒

の方々のご指示のもと︑誰
もが分かりやすく教えて頂

こ鑓嫡摺

８月14日〜16日

度うございました︒心から
御礼を申し上げます︒

２日

゛？愕Ｗ

30日下紺ＰＴＡバザー

拾いなどで︑町内申が清々
しくなりました︒

７月14日祇園祭

された物を書いてみます︒

日人権同和問題懇談会／講師

１． 為ＩＪ罵欄碑釧郷
士ｔｔ訃

９ロ西部自流連主催少年少女スポーッ大会

○ビールビン︑一升ビン

き︑ようやくこの日を迎え
ました︒

女性学級／編物講習会

7

占％く♂ン♂ ゝ

女性学級／ステンシル講習会

９日

と願っています︒

日

当日は︑警察の方々︑市
役所の方々︑自治会役員の

敬老会

5

き ご︑ ７かぬ凶置背泳｀縦旧陽み疹＾診Ｊ& Ｊ ４．Ａｓｔ

日

ありがとう御座いました︒

‰s

良かったと思います︒
これからの子供達の通学
時の安全への支えになれば

朧涵.泌公
一‑回
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4

○化粧品︑薬のビン

関清子先生
日

参加者35名で２ラウンド
プレーを行ない︑ＰＴＡの

ゴミゼロ運動
西部公民館ゲートボール大会（ファミリーの部３位）
3

６月

○食用油の缶︑電球など

日

○ 一度ぬれたダンボール

上田市・青木村ビーチボール大会（入賞）

27
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方々︑地域の皆さん︑小学
生︑中学生︑ＰＴＡと︑多
くの皆さんの参加で︑九時

西部公民館第５回ファミリービーチボール入会

日
6

方々に作っていただいた豚
汁をいただきました︒

日

中が銀紙の酒バック︑

彫雅春

＼︿︷甘兪置匯琴良匪診答曇晋置零答聡言

日

20

日

５月

1

これらは︑一般のごみなど

談合朧
朧皿聊l

平成19年下紺屋町分館活動行事

として︑出して下さい︒

22

更に賑やかで楽しい大会
にする為に︑来年はもっと

スマイルボーリング大会（２・３位）
女性学級／手芸講習会

誰がその任に︑あたられ

日

搬入時間も守ってドさい︒

牡牛レルニ壮レノ

一一一一

多くの方々に参加していた
だける様お願いします︒

10

ても︑気持ち良く︑作業を

上田市学童サッカー大会

日
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出来る様に︑区民の皆さん

どんと焼き
道祖神（もちつき）

マレットゴルフ
青少年育成推進員
太田 一夫

秋恒例の人権同和教育と
青少年育成推進合同で︑マ
レットゴルフ大会を10月７
日㈲秋晴れのド開催しまし
た︒

日

日

文化部・女性学級／料理講習会（キムチの素作り）

４日

12月

３日

11月

４日

10月

マユ玉作り（タコ作り）

14

4

西部地区ピーチボール大会（侵勝）

３日

９月

25日上田わっしょい
５日木工教室・お楽しみ会

８月

日

２月

西部公民館23回卓球大会（一般の部３位）
女性学級／手芸講習会
日

19

４月

17

３月

13

１月
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