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自治会長

腰

原

一 文

ております︒
これも伝統を重んじる皆
様方の︑意思の表れだと思

西部公民館の中で︑下紺

います︒

屋町分館は︑高齢者率が︑

分館長 池 田 竹 男

広場として小俣遠の記憶

晩秋の候は︑落葉片付け

れることでしょう

に留まり将来必ず思い出さ

しかしながら︑なすべき

この分館報が︑皆様のお
課題も山積みだと感じてい

清掃活動をされている︒

月の新年会︑どんど焼きか
ら始まって︑十一月の文化

大樹会の皆様︑ＰＴＡと小

手元に届く頃は︑○九年度

を︑五月は︑介護保険制度

供述そして御近所の人々︑

毎年ほんとうにお疲れ様で

が︑ある地区は三〇年に一

参加者があり無関心では︑

そうでない人では︑関心の
深さが違いますが︑多数の

の境内に入り︑祭半纏を羽

祇園祭の花車がハ幡神社

人の訃報がありました︒

今年は宮係りとし長年に

度︑ある地区は六年に一度

第一に︑裾野はまだまだ
団結力はすごい物がありま

九月は︑高齢者の﹁老いを

ます︒

すが︑まだ限られた人達で

す︒

祭︑公会堂大掃除に至るま
で︑様々な行事︑催し物が
始め︑分館役員さんや皆様
方のお力添えが無ければ︑

す︒見慣れた顔が多いとい

生きる﹂を︑講師を招き︑
講演会を行いました︒
家族や身近に介護を必要

渡り御苦労されましたお二

高い方から二番目︑町民の
約三割という現状から︑
今年の人権講演会のテーマ

決して達成でき

う事です︒︒新顔 が多く

とする人が︑いる場合と︑

狭いという事です︒町内の

なかった事だと

なる工夫が必要だと思われ

催されましたが︑理事さん

思います︒心よ

ます︒

は早くも終ろうとしている
事と思います︒
この一年︑他の自治会と
比べても︑行事が多いとい
われている下紺屋町は︑一

り感謝申し上げ

色々な行事の

特に︑祇園祭

たでしょう︒

する事がなかっ

なければ︑成功

の苦労や活躍が

が︑現在では多い時は︑年

一年に一回位で済みました

に関連して︑三年位前には

いている公会堂の掃除の事

事です︒皆様方に行って戴

も再考が必要であるという

第三に︑班編成について

ましたことを感謝します︒
さて上田城の鬼門の方角

より無事に終ることが出来

ら始まり︑十一月の文化祭
まで多くの皆様の御協力に

分館行事の日程は︑一月
の繭玉作り︑どんど焼きか

ることでしょう︒

ない生き方は︑語り継がれ

に尽力された橋本輝男さん︑

細め見つめていた佐藤幸雄

第二は︑理事になる間隔

中でも︑中核と

という風に各地区によって

いられないとの感想があり
ました︒

に際しまして︑

ます︒

なるべく理事や︑

バラつきがある事です︒

皆様のご協力に

に二回という風になってい

織った小供述の姿を︑目を
分館役員の皆様

よりまして︑盛

ます︒
これは町内住民の高齢化

りであります︑又境内に於
て行なわれる一月のどんど

に建てられていますところ
の︑ハ幡神社は我が町の誇

はありますので健闘を期待

来年も十分優勝を狙える力

た運動会は惜しく一点差に

は︑ビーチボール大会にお

りません︒

となっています︒

下紺屋町に生まれ︑育っ
た事に誇りと自信を持って
下さい︒

て準優勝でありました︒

いては準優勝︑連勝してい

に非情に感慨深

に伴い︑一班ではできず︑

スポーツ大会の主な成績

お二人が功績を自から発し

さんそして︑神社建物修理

況に終った︑事
い物が込み上げ

します︒
この様に︑各地区︑各遊

焼き七月の祇園祭御輿の宮

具︑長年の役割を終え︑改

二班合同で行うという風に︑
祇園祭で百万

めて︑一部再編成の必要性

入り︑一軒当た

下紺屋町は素晴らしい町
です︒他の町から垂泥の的

てきてたまりま

円以上の寄付金

を痛感しています︒

入り花車入場︑八月盆踊り
等々︑そのほか町民憩いの
が集まった事は︑

変化してきた結果です︒

上田市でもトッ

時間をかけ︑皆様の英知

せんでした︒

りの寄付金額で

や意見を集約し︑進めてい

これは並大抵の事ではあ

は︑断トツの一

く必要があると思います︒

プクラスの中に

位だと︑自負し

尽

電話25‑0995

♂

町民は共に生きよう
発行所／下紺屋町分館
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ケ部
チ・
ャ女
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プ学
作級
り体験

詰碁騒獣訂⑩

育生推進指導員 丸 尾 信 夫

たらみんなにジュースを配
る予定で張り切っていまし
たが︑そんな準備や気持ち

日︑文化部と女性学級共催
難みを感じた一瞬です︒

が１・ビニールエプロンの有

歳以上の占める割合︶が二

を中心とした誹議を受けた︒

懇談会を開催し︑介護保険

の精神に基づいてお互いを

部公民館管内で二番目に高

下紺屋町の高齢化率も西

オムレツ︑ロールキャベ

の味でした︒

護保険の被保険考証が届く︒

を迎えると︑上田市から介

誰しも六十五歳の誕生日

きながらも生きていかなけ

た︒将来に対する不安を抱

尊厳について討議が行われ

グルーープに分かれて個人の

誰も好むと好まざるとにか

がある︑他人事ではない︒

心の準備を進めていく必要

来の超高齢化社会に対する

身近な問題として捉え︑将

の雨︑予備日としていた八

いたのですが︑予報どおり

れてくれるだろうと信じて

週間予報は雨でも当日は晴

い夏休み初日の﹁奉仕活動﹂

行事といっても過言ではな

下紺三中生として最大の

三中ＰＴＡ下紺支部長
青木 明日香

中学生の手で学校へ届けて

にして十五袋も集っており︑

月までの間でスーパーーの袋

ます︒本年度四月より十一

も引き継がせて頂いており

エコキヤップ運動を︑今年

なるご努力により始まった

今年も︑残りわずか落葉

しては︑理事の皆様を初め︑

ファミリービーチ六会

西小六年児玉大宙

五月六日にファミリービ

ーチ大会がありました︒

よ四回三頂

は報われず︑中止の連絡網

厚 子

新町に負けてしまい︑くや

八幡３の３ 塩 入

をまわす決断をしなければ
なりませんでした︒ところ
が︑﹁小雨﹂と判断し︑公

しい思いをしたので︑今年

主な材料に七種類の香辛
十・七％であるのに対し︑

支え合い︑認め合って暮ら

るＪＡ東御支所へ︒
支所の加工所には︑すで

ツ︑パスタ︑煮込みや炒め
自らその受給する権利が

全国の高齢化率︵六十五

料を加え︑回転釜で二時間
上田市は二十四・五％と高

に沢山のトマト︑リンゴ︑

物など︑多彩に使えて美味

発生したら︑申請すべきで

しかし︑住民が相互扶助

の︑﹁ケチャップ作り﹂に
参加しました︒
煮込んだ出来上りを全員で

玉ネギ等が用意されており
到着後は早速︑長靴︑ビニ
しさが際立つこのケチャッ

さと共に有意義な時を過ご

かわらず﹁老い﹂はやって

月二日までもが雨という残

おります︒これも自治会の

自治会の皆様の御協力によ

にトスを上げてアタックも

二試合目は新町とでした︒

きてアタックもきまり勝つ

一試合目の時は︑少しき

は二試合勝ちたいと思いま

作って参加しました︒去年

ぼくは︑家族でチームを

会堂へ向かってくれた思い

した︒

味見︒その美味しさに歓声

来るのだ︒

やりとやる気のある子がい
たことを知り︑﹁無理して

ん張してアタックが失敗し

五月二十九日︑人権問題

いという︒

でもやれば良かった﹂と︑
後悔と申し訳ない気持ちで

ましたが︑だんだん慣れて

思わず声

せていけたら︑決して老後

いっぱいになりました︒そ

ことができました︒

と汁が飛び散り︑

い︑今後も更にこの状況は

は暗いものではないはずだ︒

の後も中学生の優しさに触
れることが幾度とありまし

お父さんは︑たくさんぼく

参加者九名は三白の車に
分乗して︑束御市鞍掛にあ

残暑が厳しい八月二十二

があがるほど︒まさに感動
進むとみられる︒

研修会の最後に幾つかの

た︒エコキヤップ回収時の
立会い・祇園祭・西部運動

ールエプロン︑三角巾を着
用して御挨拶︒

きまりました︒お母さんも
ればならない︒

生﹂を見たり聞いたり︑又

ある︒人の世話になるのは

たくさんボールを取ってく

プのひと味は︑料理の腕前

テレビで観たりしています

れたし︑妹のアタックもき

全員はＪＡサポーター田

相互扶助の精神をこの下

が︑下紺の中学生は自慢出

気が引けるが︑保険料を払

紺屋町の精神として育て︑

まったので︑この試合も勝

この様な素晴しい企画を

う義務を果たした結果なの

来る子達だと︑いうことに

アップにも欠かせません︒
立てて下さった︑分館及び

強い絆で支え合う︑そんな

中さん指導の下︑トマトや
リンゴを洗い︑玉ネギの皮

だから︑権利行使は当然だ︒

文化部長さん︑女性学級長

つことができました︒二試

を剥き︑ニンニクや生姜を
刻む︑等の作業に分担して

喜びを感じ︑﹁支部長﹂に
できることなら︑元気な

町づくりを進めたい︒

さんには深く感謝︒改めて

合勝つことができて本当に

させて頂きました︒ハ幡神

念な結果となってしまいま

｢53.7.
5e
﹂｣

うれしかったです︒

内から︑介護保険について

の季節となりました︒

社が近くにあっても︑会社
勤務中は︑あまり出掛ける

した︒

中学生の優しさに触れるこ

なる事が無ければ触れるこ

この紙面をお借りして御礼

勉強し︑いざという時のた

とが出来なかったであろう︑

取り組みました︒
洗った加工用トマトはカ
申し上げます︒

毎月の資源回収等におきま

事もなかったのですが︑定
年退職し︑環境部長となり

来ないことだと痛感し︑感

努めさせて頂きました︒資

皆様のご協力が無ければ出

昨年︑柳町支部長の多大

と思っています︒

とが出来て本当に良かった

り︑スムーズに作業ができ

ハ幡の四季にも触れること

四ルートに分れてゴミを拾

謝しております︒どうか今

めに備えたい︒若い世代も

た事を御礼申し上げます︒

い︑班長はエコキヤップの

後ともご協力の程宜しくお

﹁有難うございました﹂

私も環境部長を二年間︑

ができました︒
これからも下紺旭町が住
み易い環境でいられます様

ポスターを張り替える︑ゴ

願い致します︒

ッターで潰し︑ジューサー
で何度も搾って種と皮を除

源回収︑ハ幡整備等の作業

に願っております︒二年間

ールは八幡︑作業が終わっ

きます︒この時に︑ピュっ

では︑人とのふれ合いの中

有難うございました︒

町別生徒会で班分けをし︑

で学ぶ事も多く︑役の大変
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佐 藤 和 枝

支部長になって初めて知る下紺Ｕ⁚
西小ＰＴＡ支部長

体育部長 児 玉 嗣 夫

団結して作り上げていって

行いました︒今年は昨年同

館で︑町民スポーツ大会を
小３杉田颯君です︒体を動

子供さんで小６児玉大宙君︑

トライク賞は２本出ました︒

張って頂きました︒結果ス

いるんだという事を知りま

様にスマイルボーリングに

かす事はとても良い事だと

九月六日に西小学校体育

今年の四月︑下紺の組織
した︒今年も子供達は頑張

て楽しみました︒今年は︑

小学校ＰＴＡ支部長の佐 一 させていただき皆様が一致

的な事も何も知らず分館っ
って︑神輿を担いでいまし

考えます︒今上田市は︒

藤和枝です︒

て何？自治会って何？とい

体験コーナとしてシャフル

﹁ひと・まち・げんき・健

た︒重いけど達成感を昧わ

康うえだ21﹂運動を︑展開

う状態から入ってしまった

を利用して体験をして頂き

ボードも︑試合の合間時間

工作教室︒今年初めて行

しています︒まずは自分た

トに参加しては如何でしょ

ちの身近な地域でのイベン

西部地域において少年少女

うか︒今年参加して頂きま

スマイルボーリングは︑

ました︒

えた事でしょう︒

て良いのかさっぱり分かり
いました︒準備そして当日

私でした︒やはりどう動い

ませんでしたが︑分館自治
のご指導ありがとうござい

スポーツ大会として︑又シ

なかった皆さまも︑来年は

した皆さま︑今年参加出来

子供から大人まで気軽に楽

ルバースポーツ大会として︑

テーージ発表もすばらしかっ

を過ごしましょう︒分館に

大勢参加して︑楽しい時間

ツとして定着してきていま

で気軽にスポーツを楽しみ

は各種同好会もありますの

しみ︑交流の出来るスポー

でもあるのですね︒
春︑夏︑秋と子供達そし

に︑ストライクを狙って頑

用意して参加者のみなさん

す︒今年はストライク賞も

たです︒下紺の方は芸術的

物はどれも素敵でした︒ス

秋の文化祭︒出品された

ました︒

会の皆様のご指導とご協力
のおかげでイベントが次か
ら次へと進み︑終っていき
ます︒
スポーツ大会︑子供達の
真剣な顔が脳裏に浮かびま
す︒今年は城北が打倒下紺
という事でしたが︑下紺側
てＰＴＡのためにお力添え
をしていただきまして本当

は皆︑運動神経が良く︑圧
倒するばかりでした︒応援
にありがとうございます︒

ましょう︒
％鴛％ふ勿汐０ぷ瑞為鴇％％落
やかに︑笑顔が耐えない楽

﹁可・・凹卓球大畠﹂

子ども会育成会長
田 □ 賢 司

毎年四月に行われる﹁西
部公民館主催卓球大会﹂に

おいて︑一戦でも多くの勝

重ねてきました︒
練習中の子ども遠の様子

利を目指し︑出場する皆様
と三月から計三回の練習を
この様な活動をしながら︑

を見ている中で感じたこと

ビーチボー几同好会
萩 原 典 江
私達ビーチボール同好会

時には親睦を深めたりと︑

しい時間を過ごしています︒

は︑現在20名程の部員で活

違ったかたちで︑ストレス

西小五年渡 辺 奨

んばりました︒でも一点差

が出て︑僕達は一生懸命が

催されていて︑積極的に参

田市の大会や県の大会が開

月に一回程の割合で︑上

ーツです︒そして︑一度や

男女に関係なく出来るスポ

ｅあああああああああああああＩＭｓ

致します︒

の人達がものすごく応援を

動しています︒

これからもよろしくお願い

も他の地区を枝いて断トツ
ー位ではなかったでしょう
か︒情熱的でした︒
夏の祇園祭︒準備に参加
してくれて︑とてもやる気

ぼくは︑スマイルボーリ

で負けてとっても悔しかっ

加しています︒やはり︑普

ったら︑またやりたくなる

ああああああああｌｌ一眼ああああＭ眼
ｎイａボーリヽ刃大会

ング大会でひろみち君とい

たです︒ひろみち君と二人

段の練習とは違って︑沢山

スポーツでもあると思いま

勝てて良かったです︒第三

かったけど︑力を合わせて

試合の生塚は︑けっこう強

たおして勝ちました︒第二

りました︒ピンをたくさん

す︒第一試合は︑城北とや

イ﹂と︑言ってくれる事で

て︑また練習に戻ります︒

出し合い︑次の試合に向け

れば良かったなどと意見を

はこうしてみよう︑こうす

負けてしまった時は︑今度

習の成果を発揮しています︒

激を受けます︒そこで︑練

いチームも多く︑とても刺

お待ちしております︒

へ気楽に御出掛け下さい︒

ませんか？・ 一度︑体育館

と一緒に︑体を動かしてみ

もあります︒是非︑私たち

ビーチボール大会と︑試合

ボール大会や︑西部公民館

また︑ファミリービーチ

す︒

の夜に︑西部公民館で行い

入った直後の七月二十九日

もう一度卓球大会やろう
という話になり︑初の﹁町
内卓球大会﹂を︑夏休みに

らいもあり︒町内だけで︑

年育成推進指導員の取り計

た︒
そんな中で︑主事と青少

たくさんおり︑練習時間を
延長したことさえありまし

ても︒もっと練習したい
と︑意欲のある子ども遠が

感じました︒練習が終了し

は︑とても楽しそうで︑ま
た上達が早いこと⁝若さを

っしょのメンバーでした︒

で大泣きをしました︒来年

のチームが集まるので︑強

を発散もしています︒

そのチームでよかった事は︑

は絶対に優勝したいです︒

試合は︑新星です︒この試

いつもは︑わいわい︑にぎ

ビーチボールは︑年齢に︑

ぼくがはずしても﹁ドンマ

合に勝てば優勝です︒下紺

ました︒

当日の参加者は︑子ども

十五名︑父母他大人十九名

の計三十四名と多くの皆様

に参加を頂き︑種別も低学

年の部︑高学年の部︑一般

男子の部︑一般女子の部に

分け︑トーナメントにて行

いました︒子ども遠の勝負

にかける真剣な表情は︑今

でも忘れられません︒卓球

大会自体は短時間でしたが︑

い卓球に満足した様子でし

みんな良い汗をかき︑楽し

た︒

大会終了後は︑公会堂に

移り︑各種別の優勝者に豪

華商品？を贈呈し︑腹ペコ

の子ども遠と︑一緒に美味

しいお弁当を頂き︑卓球に

引き続き︑更に親睦を深め

ることが出来ました︒

これからも︑子ども遠の

育成のために︑何か必要か

を考え活動をしてまいりた

いと思います︒

最後に︑たくさんの行事

に参加してくれた下紺の多

くの子ども遠と︑交流を持

てたことを︑育成会長とし

て幸せに感じています︒

育成会関連行事にご協力

ありがとうございました︒

をいただいた皆様︑本当に
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の自治会長さんも賛同し大

す︒

きました︒次回大会にも︑

輪が図られ︑他のチームか

は︑年代を越えての親睦の

新年会︑定例会︑納会等で

なりました︒文化祭も無事

しくなり︑秋もたけなわと

太郎山も色とりどりに美

会長渡辺敬子

りますが︑ともかく歌って

披露させてもらいました︒
その後細々と続けて来てお

出させていただきました︒
お父さん方にも入って頂き

お待ちしております︒

ん︑渡辺敬子にお尋ね下さ

詳しくは︑上野広子さん︑

一層中学生の参加をお願い

ら羨ましく思われるほど和

盛大に終り︑今は﹁ホット﹂

変喜んで下さり︑文化祭に

は︑30回記念大会となりま

します︒また︑次回大会で

気あいあいとしたチームで

しておりますが︑婦人学級

踊ることは心身共に大変よ
いことなので︑皆様方も参

はまなすの会

した︒

は応援合戦も︑得点に入れ

す︒

がなくなり町内の方達との
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ことが第一の目的ではあり

下紺屋町は︑昨年︑一昨

ようという動きもあります︒

今年も三十代の数名が入

コミュニケーションがとれ

丸尾照子さん︑山寺信子さ

年と優勝しており︑今年は

皆様の大きな声援︑ご協力︑

なくて淋しいね︑町に活気

ています︒一度見学にいら
っしゃいませんか︒全身運

ますが︑試合後の反省会や

三連覇のかかった大会でし

またご参加を頂き︑来年の

会されましたが︑随時新人

が欲しいねと︑互に話しあ

・

た︒当日は︑天気も良く午

会員を募集しておりますの

っているうちに︑こんな事

今年の西部地区大運動会一 分館主事 西沢 宏幸

前中で下紺は︑トップに立
大会も優勝目指してがんば

で︑体を動かしたいと思っ

い︒多勢の皆様の参加を︑

っていました︒よし︑今年
りたいと思います︒ありが

ている方は︑是非まわりの

動と脳の働きで︑リフレッ

スをする︒健康的にも良い

とが︑楽しいですよ︒一汗
かいた後がすがすがしく感

加してみませんか︑月二回
の練習日︑分館活動で行っ

も優勝だっ口 お昼には︑
とうございました︒

を思いついて﹁フラダンス﹂

愛情のこもったとん汁を戴
同好会員にお声かけいただ

き︑午後も太鼓をたたいて
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を踊ってみようと決まりま

の応援が響き渡りました︒

最後に︒来年はさらに良

のではと︑賛同する友達と

下紺一丸となっての戦いも

い成績を報告できますよう︑

じます︒お茶を飲みながら

ソフトボール同好会
監督荒井克彦
五月に開幕した西部地区

六年前に立ち上げ︑活動を

結果は一点差の二位でした︒
この悔しさは︑来年の力と

メンバー全員で頑張りたい
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分館報発行

語り合うことも又楽しいで
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文化祭

し今日に至りました︒当時
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西部公民館第30回運動会（準優勝）

と思います︒

西部公民館ビーチボール大会（準優勝）

年度七勝三敗の三位に入る

文化部女性学級（ケヂャプ作り）

今年の大会では︑中学生

盆踊り

て︑我が下紺チームは︑今

西部公民館軽スポーツ講習会

んばりたいと思います︒

こども会工作教室（おたのしみ会）

好成績を納めることができ

育成会卓球大会

の参加枠を設け︑より活性

上田わっしょい

ました︒

祇園祭

過去には︑準優勝に輝い

敬老会

した大会を目指しました︒
下紺でも︑二人の参加を頂

４

女性学級講座

たこともある下紺ですが︑

西部自治連少年少女スポーツ大会
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毎週第1火曜日

現在のメンバーは︑本格的
な野球経験者がほとんど居
ないなか︑三十代から六十
なくソフトボールを楽しみ

代までの約三十名は︑こよ

人権問題懇談会「介護保険制度とサービスについて」
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西部公民館ファミリービーチボール大会
３

女性学級（善光寺御開帳と北信濃めぐリ）
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(自治会・分館合同)

公会堂大そうじ

講師土屋形氏

人権問題懇談会

愛すメンバーが中心です︒
春三月の早朝に練習を開始
し︑五月からのリーーグ戦︑
秋のトーナメント戦へと臨
むわけですが︑若さあふれ

三ｔ

西部公民館卓球大会

一一言 一江言 斤訃迂言胆言回仏爪斤゜⁝⁝゛⑤︷゛尚尚⁝⁝〃

下紺商工振興会花いっぱい運動

き︑一緒にソフトボールを

町内スポーツ大会（スマイルボーリング）

シュ出来ます︒ともかくリ
ズムにのって体を動かすこ

PTAバザー

した︒音楽に合わせてダン

卓球練習・交流試合

楽しみましょう︒

大樹会（スマイルボーリング大会）
１日

道祖神（もちつき大会）
２月

どんと焼
11日

まゆ玉作り
１月10日

る三十代のメンバーから︑
選手兼指導︑サポート役の
五十代︑六十代のメンバー
まで︑みんなが一緒になっ
て頑張っております︒
なお︑ソフトボールを通
じ︑健康の維持増進を図る
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