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否定はしませんが︑

ます︒
父︑腰原栄司は

任して︑はや１年
が経とうとしてい

伝統ある下紺屋﹂
町自治会会長に就

為の〃にあると思います︒
つまり下紺屋町の住民で

自治会活動の原点はぶ住
民の︑住民による︑住民の

てしまうという事ではない
でしょうか︒

住民意識の変化︑社
会構造の変化︑経済構造の
変化等の為に︑つい口にし

真理ではないと思い
ます︒時代の変化︑

昭和３９年︑４０
年に自治会長を務

ある皆様方が中心になって︑
自治会活動を繰り広げてい

1

スケジュールがある中で︑
分館事業計画に基づき︑優
先順位としてまず第一

か︒
現在下紺屋町の抱える問

題は山積みされています︒
とりわけ︑高齢者の皆様

の抱える問題は︑緊急に解
決する必要があります︒独
り暮らし︑老老暮らし︑介

護問題等難問だらけであり

ます︒やはり︑これらの問
題も自治会だけでは解決で
きず︑皆様方の力添えがあ

な︑スタッフの皆様のお陰
様にて一年間どうにかやっ

いただき︑何もしない︑分
館長の役務を一年過ごさせ

々の協力をいただきました
皆様と理事の皆様︑自治会
役員他全て人のお﹁力﹂を

又︑次世代を担う子供さ
ん達にも︑︒下紺荻町に住

んでてよかったクと言われ

目白押しです︒祇園祭︑ど

んど焼き︑道祖神︑その他

民間行事も皆様の協力なく
しては何事もできません︒

わが町のいざという時の
団結力は素晴らしいもので
す︒その証拠は西部運動会

での２連覇です︒
今年１年は︑夢中で取り

組んで参りましたが︑来年
はじっくり腰を据えて︑実

践したいと思います︒
皆様のご協力をお願い申
し上げます︒

自治会長及役員の皆様︑
おつかれ様でした︒

下紺屋町は︑明るく住み
良い町であります︒

分館各担当役員の皆様に
は︑おつかれ様でした︒

ことは︑小供遠の記憶に少
しでも残ることと思います︒

準備して︑作業の指導をし
ていただいた大人の人々の

と︑少しお手伝いをしてく
れた親達と︑材料や道具を

夏休みの中の８月３ロに行
なった︑木工作品を小学生

き換えに失なうものの大き
さを考えさせられました︒
分館とＰＴＡの行事の中で︑

であることの便利さと︑引

て︑自分が知らないことを
他人に敦えていただく為の
﹁手順﹂﹁礼儀﹂など不要
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ってこそ解決できると思い
ます︒

り︑公会堂二階大広間の

カップ・トロフィー・各賞
状等々の展示品に成果がみ
られました︒繰り返します︒

てこれましたのは︑役員
個々の﹁力量﹂﹁実力﹂が

ていただく事が出来ました︒
春先より各講演会に出席

分館役員の皆様とその時

ともなっていなければ︑熱
意だけでは︑なかなか出来

要な情報が瞬時に人手がで
きること︑特に小供にとっ

示板の為に︑幼ない小供遠
の被害の実情と︑簡単に必

演会で︑他人のことを俳談︑
中傷するインターネット掲

ット﹂は不要であり︑害毒
であるという立場からの講

し印象に残りました話の中
に︑小供述に﹁インターネ

いるのは皆様御存じのとお

加人数の増加や︑勝・負の
スポーッ大会の結果にでて

活動にと︑たいへんその成
果があったことは催事の参

きちんと計画を立て準備を
して実行され︑文化活動に
又︑体育活動にそして育成

るものではありません︒一
年間︑その折々の場面で︑

沁百⑩廠こ旱⑩八百◎訳首
て︑感じました︒このよう

一人一人の力は弱いけれど
も団結すれば強くなるとい

かなければならない︑とい
う事ではないでしょうか︒

めさせて戴き︑い
わば︑僕は今流行
の︒２世々自治会
長となるわけです︒
その当時とは時
代が変わり︑自治
会組織・活動その
物にも大きな変化
があるのではない
でしょうか︒

田 竹 男

したことを︑心より感謝す
ると共に︑今後もよろしく

に︑分館事業活動という熱
意︑熱心の大きさを︑改め

各々スタッフの皆様個人の

御指導いただきますように
御願い申し上げます︒

前分館長の山浦さんには
たいへん御苦労いただきま

館長﹂の役務を平成20年よ
り行うことになりました︒

西部公民館 ﹁下紺屋町分一 さて私白・
身少々分館の事
業に関わりを持ってきた
﹃つもり﹄でありましたが

分館長 池

︒／ょ影斟雪齢釦和い糾卜に汀よ噺馴
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スポーツの祭典が０１Ｅ添訳俎参

笑顔であいさつやさしい町
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分館主事丸尾信夫
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いよ本番︒子どもたちの表
情も硬く勢いも感じられな
い︒そして開始の合図︒一

一 としての務めを果たすこと

ができそうだ︒
最後に分館事業に多大な
るご協力をいただいた下紺
の皆様︑本当にありがとう
ございました︒

西部運動会
西小五年島川立葉
今年の運動会は︑下紺は

回︑二回︑飛ぶ回数が増え
ていく︒子どもたちの表情
から硬さは消え︑真剣な顔
に変わっていく︒﹁もうだ

確かに二連覇の夢はあっ
た︒しかし︑それが現実の
ものになるとは思っても晃一
見事に一位でした︒わたし

文化祭
そして︑二年間の⁝
副分館長塩入厚子
下紺の文化祭は︑今年で

午後の発表会でも︑民謡

発想︑細密な技法には︑た
だただ目を撹る思い︒大き
な感動でした︒

多才の催しを楽しませて頂
きました︒
☆☆

や特輯︑詩吟︑フラダンス
楽しい踊りや歌等々︑多芸

玄関には美しい大輪の菊
が並び︑来場者を優しく迎

優勝﹂と

四半世紀︵二五回目︶を迎
えました︒

えてくれます︒これは︑何
よりうれしいことだと思い
ます︒

館に係ることが
会の回一年連続

・ＩＩ

だ︒さら

つくっていることを︑教え
ていただきました︒

節織絹

楽しさ︒ これらは︑貴重な

多くの皆・

一階会場に展示された作
品の数々︒絵画あり︑木彫

う特別な喜びを
と分ち合いまし
文化祭の感動や
あり︑写真︑パッチワーク

最近の犯罪は︑親切心を
逆手にとる事例が多いとの

ーの時二年のありさちゃん
からバトンがまわってきて

体験であり︑心に残る思い
出です︒

手芸品やコレクション︑そ
して︑子供たちが製作した
木工作品や写生面等々︒

イイなあ・・︒しみじみと
感じた二年でした︒
︵感謝をこめて︶

生活安全講座

道がわからない︑教えて︑
案内して︒などの犯罪が増

行こう︒一ぺ子犬がいなく
なった︒一緒に探して︒三︑

ことで︑例として︑一︑家
族が事故にあった︒病院に

ダッシュで走りました︒そ
して次へとバトンがわたさ
れていって最後には下紺は

瓦を使って制作した丸尾
潤さんの作品は︑国際公募

素敵な人がたくさんいる
下紺屋町︒スゴイなあ・・

三位になりました︒そして
次にわたしがやるのは犬な

がやった競技は︑女子リレ
ーと大なわです︒女子リレ

め！﹂と叫ぶ罫もいたが︑
頑張れの声援で回数はさら
に増えていく︒どこまで続
くのだろう︒この力はどこ
から生まれてくるのだろう︒
前日の子どもたちとは明ら
かに違っている︒結果は何
と四十回︒それも全分館中
第二位の成績︒胸が熱くな
り︑思わず︑全員と握手し
た︒情けないことに︑言葉

﹇アート未来﹈で新入賞を
受賞したもの︒その斬新な

脂づＳＩ

えているとの廓です︒︵誘
拐︶

て講演をいただきました︒
情報化社会の中︑情報だ

に頼られる大人に︒を気を

この様な社会の中で︑親

ンがきました︒夢中で走っ

けが氾濫し︑価値観の多様
化から﹁子供の人権が脅か

つけて子供達に接する必要
性を学習させていただきま
した︒これからも︑元気に

人権同和推進委員
塚田博己

てゴールのテープをきった
時はすごく気持ちよかった

され︑育児放棄・虐待・い
じめ・付きまとい・ネット
ヘの中傷﹂等久大人の価

僕がアンカーだからです︒
リレーの順番が近づいてく

さない為の躾︒子供の声を
聞き︑価値観︵モラル︶の
共有︒三︑安心の家︒子供
です︒みんなの頑張りも
あって下紺は優勝︒しかも
二連覇です︒これでまた一

﹁挨拶﹂ができる人・町・
地域にしていきましょう︒

僕が一番緊張したのは男
子リレーでした︒なぜなら

る度にドキドキしてきたけ
れどＩ生懸命走ろうと思い

値観＝モラルの基準の変化

から︑大変な時代︑環境を

つ六年生での思い出を作れ
てよかったです︒

トーみんなが頑張ってくれ
たので見事僕に一位でバト

い｀

わです︒練習の時は約二十
万回とちょっとぐらいしか
とべませんでした︒でもス
タートして声をだしてとん
だら練習の約二倍とべまし
た︒四十回です︒二回目は
そんなにとべなかったけど
なんとか記録をおさえまし
た︒一位にもなれて自治会
の方々といっしょに楽しく
思い出のできる運動会にな
って本当によかっかです︒

二連覇違成西部運動§

に様い動分☆

ました︒
いよいよリレーがスター

西小六年杉田竣
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なかった︒
運動会で二年連続で優勝
することは︑並大抵のことＩ
ではない︒ご年配の方から
小学生まで参加者全員の心
がひとつになって︑仲間の
頑張りに声援と拍手を送る︒

数多くある種目の中で︑

その姿を見て︑下紺屋町の
結束力︑そう絆の強さを確
信した︒
が出てこない︒心の中では︑
感動をあたえてくれた子ど
もたちに﹁ありがとう﹂と
何回も繰り返し叫んでいた︒

大なわとびに胸を熱くした︒一
体育部長︑育成会長の協力
を得て︑前日ハ幡神社で猛
練習︒しかし︑十回もとべ

今年は昨年のリレーーでの
人逆転とは違い︑先行逃げ
切りでの優勝︒終了後の慰
参加した選手の皆さんを
はじめ︑事前の準備から後
片付けまで︑裏方でご苦労

労会も盛大に行われた︒

ない︒ とべないからいやに
なる︒ 心ここにあらすの状
態でつ いには遊びだす︒こ
れでは ︑練習どころではな
い︒明日はどうなるか︒結
果は目に見えていた︒
当日︑昼食をとり︑いよ

いただいた︑理事︑分館役
員︑そしてＰＴＡの皆様に
心から御礼を申しトげたい︒
全員の心と力がひとつに
なっての優勝︒分館圭事と
して最後の年をこんな素晴
らしい形で終えることがで
き︑私は何て幸せ者なんだ
ろうと思う︒ひとりでは何
もできない︒周囲の人に支
えられ︑何とか二年間主事

で
き二
｀年☆
運問
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﹁エコキャップ運動﹂について

に取り組んできました︒こ

平成20年度︑三中生徒会
では﹁エコキャップ運動﹂

11月末日までにおよそ︑ダ

より資源回収時にエコキヤ
ップの回収を始めました︒

三中ＰＴＡ支部長柳町 リか

西小支部長 島川美栄子

ンボール12個分のエコキヤ
ップが集まり︑下紺の三中
生全員が学校へ届けること

ぶ I謔
今年の祇園祭特に︑花車

の活動は新聞やケーブルＴ
Ｖに取り上げられ︑大きな
反響を呼びました︒三中学

すぱらしい活動となってお
ります︒今後とも引き続き︑

ができました︒多くの自治
会の皆様に支えていただき︑

らもたくさんのエコキャッ
プが寄せられています︒
私たち下紺でも︑自治会

よろしくお願い致します︒

︲ヅ大命
九月十四日に︑西小体育
館に於いてスポーツ大会︵
大人と子供とのふれあい︶

各２試合ずつのりＩグ戦を
行いました︒

ムで︑３コートに分かれて

体育部長関ロ 泰彦

の皆様のご協力の下︑７月

区だけでなく︑他市の方か

は節目である平成20年度で
模様が替わるにあたり︑四
月よりどの様にするのか小
学校の支部長として︑とて
も不安でどうしようかと思
っていましたが︑自治会・
分館他沢山の皆様のお陰で
祇園祭には︑下紺屋町らし
い粋な花車ができ私達ＰＴ
Ａもうれしかったですが︑
子供達もとても喜んで︑力
強く花車を引き︑本当に楽
しい祇園祭になりました︒
子供みこしも︑子供達力
を合せて担ぐことができ︑
本当にうれしかったです︒
祇園祭もそうですが︑今
までの行事全てに於いて︑
自治会の皆様に支えられて

を行いました︒
今年の競技は︑スマイル

先日は﹁音楽のおくりも
の﹂で小学校に招待され︑

ないと感じている今日今頃
です︒

バチが当ったと思い︑出来
ることはやらなければいけ

町内のこと︑自治会のこ
と︑無関心であったことの

ていただけるので安心して
おります︒

センターが出来︑支援の必
要な家へ訪問し︑様子をみ

民生児童委員児玉紀子

民生委員にたづさわって夕・

民生児童委員とはどんな

ことをするのか？ほとんど
無知で後悔先にたたづです︒

任命式で厚生大臣からの
任令書をいただき大変なこ

とになってしまったと再三
後悔した︒といっていられ

ず月一回の定例会で調査︑
相談︑配布書類等々を時間

内に理解し︑持ち帰りそれ
ぞれに次回までしなければ
ならない︒そして自治会の

会議︑行事に協力︒大樹会
小学校の集会と多数の会議

一つづつ︑少しづつ自分

素晴しい一時をプレゼント
していただき︑感激しまし
た︒うれしい出来事でした︒

なりにクリアしていきます
ので︵もう二期目四年目で

に出席し様子を知ることが
必要のようで整理がつかず

困ったと思うのみです︒
独居︑高齢者世帯への訪

変ですが：：︶よろしくお
願い致します︒

やってこれました︒ご協力
ありがとうございました︒

この一年行き届かない事
も多く頼りない部長でした
が︑皆様のお陰でなんとか

などに参加してみて下さい︒

です︒ビーチボールに興味
をお持ちの方は︑随時人部
可能ですのでお気軽に練習

ず誰でも楽しめるスポーツ

問︑間きとり調査を市へ提
出し︑緊急時の救助活動に

備える等々︒各地域に支援

ビーチボール同好会一

倉島直子

ビーチボールを知らなか
った私も︑面⁚部公民館の大

一一

田口さんより部長を引き継
ぎ︑あっという間に︒年が

いるのだという事を︑強く
感じました︒本当にありが

ボーリングで最近上田巾で
も競技人口が増えてきたス

ていましたし︑小学生チー
ムも最高の成績でした︒
また︑大樹会の皆様には

過ぎようとしています︒
同好会では主に︑毎週土

発散の場であり︑男女間わ

いって趣味もない私ですが
週一度の練習は︑ストレス

なく︑色々な事を相談出来
る良き先輩方です︒これと

会がきっかけで同好会に入
部させて頂きました︒昨年

とうございます︒
これからも︑まだまだ何
かと行事がありますので︑

ポーツです︒
競技方法は︑ボーリング

審判をしていただき︑おか
げさまで無事ゲームが進行

曜日練習を行い︑各大会に
も参加しています︒部員の
方達とはビーチの事だけで

さすが大樹会チームは日
頃練習をしている成果がで

又御協力御指導よろしくお
願い致します︒

と同じ様に１０本のピンを
倒すゲームですが違うとこ

できありがとうございまし
た︒

一

Ｉ ｊ ゛ａｌ

吸繁り
副自治会長南雲欽二
七月−九日の祇園祭りに
向け︑２週間前から︑ＰＴ
Ａの皆様︑大樹会の皆様︑
自治会関係者の方々の協力
で準備をして参りました︒
当日は︑晴天に恵れ町内を
回り︑夜は市内へと向い︑
子供御輿︑大人御輿とも威
勢よく練り歩いてきました︒
七月二十六日の上田わっ
しょいでは︑大門町より出
発し︑子供達の元気一杯の
踊りに交り︑皆が心一つに
楽しく踊ることが出来まし
た︒
恒例の八幡神社での盆踊
りは︑上紺屋町︑下紺屋町
の皆様に踊りを盛り上げて
頂きました︒残念ながら︑
最終日は︑雨降りになって
しまい中止になってしまい
ました︒
今年の夏の行事も皆様の
御協力があってのことと心
から感謝致します︒

ろはチーム︵Ｉチーム５人
︶で一人ずつボールをころ

に感謝いたします︒ありが
とうございました︒

ムの検討に話が進みました︒
協力していただいた皆様

この後︑公会堂で芋煮を
囲んで慰労会を開き︑ゲー

ＴＡ・小学生の計１０チー

ゲームです︒
参加チームは︑自治会・
分館・大樹会・商工会・Ｐ

がして早く１０本のピンを
倒したチームが勝ちとなる
−一
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泳なたご叉ヽ茎

１今蕎丿秦
Ｊ一

っていることを痛感せざる

をえない︒

スタートしたから平成

平成

以降

0年度は会員
6

0名で

：：

2

0名ほどが入会してい
4

5才以上の高齢者は
6

るということだ︒現在下紺

の

だ︒地域の中で老人クラブ

役立てたい﹂そ

大樹会会長中沢良精
11月10日︒テレビは筑紫一
哲也氏︵73才︶出棺の様子
を放映していた︒生者必滅
のことわりあるとはいえ︑
惜しい人物を失ったものだ︒
残念でたまらない︒私はた
またま書類を整理じていて
﹁大樹会の名簿﹂︵平成９

・

：：

やってみたい

の存続は極めて重要である︒

Ｔ

みたい

んな人たちを私たちは待っ

ている︒

﹁仲間づくり︑健康づく

り︑生きがいづくり﹂に参

0年
1

9名
6
2

楽し

好会ですので︑体を動かし
たい人は︑気楽な気持ちで︑
近くの︑ソフトボール同好
会の人に声を掛けて頂だき︑
一緒に︑親睦と健康増進の
場にしていただけたらと思
います︒
入会大歓迎汐

囲碁会
囲碁会長橋本輝男
下紺囲碁︑将棋同好会も
設立から４年目︑会員も徐
々に増加し︑毎月一〜二回
の勉強会ではルール及びマ

きました︒同好会からは山
浦氏と２名でもの作り体験
のお手伝をし又囲碁会への
参加をよびかけました︒さ
て下紺囲碁︑将棋同好会主
催第一回記念大会は優勝山
浦氏︑準優勝青木氏でした︒
御目出度うごさいます︒現
在第２回大会が真剣に且つ
楽しく激戦が続行中です︒
当同好会の理念はあくまで
も勝負にこだわりません︒
勝った人の笑顔はもとより
負けた人の苦汁の表情も又
すてきです︒それだけ集中
し満ちた時を二人共有でき
た事に感謝するからです︒
囲碁は年齢及び男女の別

ナーの習得又自由対局を和
気あいあいの活動していま

４つのルールとちょっとしＩ
たアドバイスで初心者と名﹂
人が対戦できるゲームです︒

高齢化社会とか云われる昨
今ですが屋外での運動と屋

内で囲碁︑将棋を楽しみ心
身共に健康な毎日を過そう

ではありませんか︒御子様
から御年配の方男女を問わ

︱Ｏ
Ｖ

ず参加を募ります︒各月例
会に御気軽に御出掛け下さ

ｌｉ︲麹憧一個一匍
一一
一一一−肆一掬掬瞳一一一一一一
≒工教室

−ｔ一一一︱一︱︱−︱︱ＩＩＳＩ

下紺こども会育成会長

西沢宏幸
今年も︑地域の皆様の協

力を頂き︑巣箱︑本だてを
作りました︒

31日 西部公民館ビーチボール大会（準優勝）

年度︶を手にしていた時で
もあった︒
名簿を見ていると逝去さ
れた先輩方の面影が眼前に
浮かんできた︒当時︵平成
９年度︶は私も入会したば

なく簡単に始められます︒

１
１
１

のこぎりや︑金づちを待
つ子供達は︑ちょっと危な

い手つきでしたがとても上
手にできあがり︑文化祭へ

も展示することができまし
た︒

御協力頂きました皆様に
感謝しております︒誠にあ

りがとうございました︒
作業の後は︑恒例の７・Ｐ

終止子供と大人区別なく

ＴＡの方々に作って頂いた
カレーをおいしく食べまし
た︒

楽しく過す事ができまし
た︒今後も︑子供達のため

に何かできるのか考えなが
ら育成活動をしてまいりた
いと思います︒

22日公会堂大そうじ（自治会一分館合同）

す︒六月には西小支部ＰＴ
Ａのバザーに参加させて頂

11月２日文化祭

■■■■

15日 西部公民館ゲートボール大会（ファミリー準優勝）

加しようではありませんか︒

26日文化部・女性学級／鹿沢高原散策

Ｏ春の旅行︵安曇野︶

スマイルポーリング大会（大樹会１チーム優勝）

Ａ今年実施した主なものＶ

道祖神（餅つき大会）

３月１８日

かりだが会員は72名︒その
中現在生きておる会員は21
名である︒

10月19日西部公民館糖29回運動会（優勝）

ル ○スマイ

29日 上田わっしょい

○秋の旅行︵北信濃︶

PTAバザー

内訳を地区別にみると︑
一・二丁目はＨ名中３名︒

（芋煮会）

ー

自治会人権を考える／講師成瀬澄夫氏

ボ

30日

ート

ゴミゼロ運動

○ゲ

おたっしゃ教室（大樹会）

25日

ルボウリング ○マレット

23日

ハ幡地区は18名中７名︒花

〇懇親会〇八幡神社の清掃

12月８日文化部・女性学級／豆腐作り

ゴルフ ○新年会Ｏ忘年会

ー

盆踊り

一一一一一一一一一一一一一一一こ一一一こ一一Ξ一一一一一一一こＩ︸一一一・一一一一一一一一一一一一一一一一一一

ルチ

14〜16日

園地区は43名中11名であっ
た︒高齢化の時代とはいえ
私たちには悲しい現実が待

ー

木工教室（おたのしみ会）

るチームも出ている中で︑

下紺屋町ソフトボ

ムは︑毎試合十四︑五名の

８月３日

ソフトポール同好会
副会長竹内幹男

どんと焼き

多数の方が参加され︑監督

ナ

１３日

ソフトボール同好会は︑

もメンバーを誰にするのか

と︑嬉しい悲鳴を上げてい

た様です︒又︑十月には︑

ー

女性学級講座

／

旬月第１火曜日

ソフトボールを通じ︑親睦
と健康増進を目的に︑三十
代から六十代の三︲ｒ名の集

西部公民館長杯の︑ト

等の話で盛

邸内（大人と子供とのふれあい）スポーツ大会

９月14日

まりで活動しています︒毎

ー

２月３日

1本

祇園祭

７月19日

メント戦が有り︑残念なが

ら︑一回戦で敗れてしまい

や子フ

マユ玉作り

゛゛｀一Ｊご．弧 ︑v
%Z
F︸
z︸z ごづ嘔固ハぞ
ごヘーづー吻叉︱ ぶ心ｌｘ 止よ七犬回聯一香︑誰誰心仏守・抑づい頂でよせ頑いノド八一づづ
︷
ＪＪ酒凛鴻濃循一届凛凛厚海刃濾溜瀋尹レ
⁝
⁝ ⁝﹂

１月１２日

r＼1

21日

サポーター制度認知症勉強会（民生）

13日

年三月の霜柱の立つ寒い頃
より︑毎週日曜日の朝︑練

ました︒試合の後は︑親睦

ー

会をし︑試合中のファイン

プレ

り上がり︑次の試合に活か

すべく︑一致団結し︑頑

張っています︒この様な同

スマイルボーリング大会
夕

敬老会
８日

６月

スポーツ交流会
22日

西部公民館卓球大会
４月６日

西部公民館ファミリービーチボール大会（準優勝）
６日

５月

習をし︑西部リーグ十一
チームで行う︑五月からの
りＩグ戦を迎えます今回は
五勝五敗の成績でしたが︑
他のチームでは︑選手集め
に苦労されて居る所も多く︑
人員が足りず︑不戦敗に成
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