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笑顔であいさつやさしい町

このプ年を振り返る
今年の一年は︑下紺屋町

皆様の協力があったからこ

な事態も︑下紺屋町自治会

自治会長 腰 原 一 文
にとっては︑まさに波乱万

そ︑乗り切れたと感謝して
います︒

丈の年になりました︒
５月には２件の家屋の全

リラ豪雨により︑公会堂横

よる被害︑更には８月のゲ

を始めとする突風・雷雨に

者が直接連絡し︑自治会長

部の自治会では︑市へ被害

会長に集中した事です︒一

ラ豪雨の被害の情報が自治

まず第一に︑突風・ゲリ

の矢出沢川堤防の崩落・床

が承知したのは︑市からの

焼︑祇園祭当日のハ幡神社

下浸水と相次いで自然の猛

第二は火災の時の炊き出
しで︑役員はもちろんの事
ですが︑一般会員の協力が

あったという事です︒
他人の不幸を見ていられ
ない︑何かあればＩ丸とな

って事に当たるという伝統
が︑今も息づいていると思
いました︒
この様に︑自治会活動に

は︑会員の皆様の協力なく
しては︑立ち行かないとい
う側面と︑役員の指導力が

したのかと悩んだ事もあり

何で︑本年度に４件も集中

十年来なく︑本音を言えば︑

中性の機能が働いている事

て重要です︒こうした︑集

という事のバロメータとし

会が如何に機能しているか

これは︑下紺屋町の自治

ましたが︑これも自治会長

は︑皆様方が自治会に寄せ

必要です︒指導力について
は︑僕が果して︑十分発揮
してきたかは疑問です︒

の危機管理の仕事の一環と︑

たのも︑皆様の協力なくし
てはありませんでした︒
本当にありがとうござい

分館 長

日 尾 嘉 男

次に呆る若い皆様方の時代
に心配なく自治会及び分館
運営が出来る事でしょう︒
又大樹会西小学校児童を初

成り立っており大変有難い
事だと信じております︒
又分館活動のもう一方の

においても断トツの活動の
様に思われます︒担当スタ
ッフ又自治会役員さん各同

下紺屋町分館におきまして
は上田地方の伝統行事等も
含め年間行事の多さ︑活動
範囲の大きさ等西部地区内

数制限ありませんので︑皆
様方の積極的な御参加も加
えてお願い申し上げます︒

サークル︑団体等十部門あ
ります色々の年間行事及び︑
月の定例会等盛んです︑人

みですが着実に前向に進ん
で行く事に努力も大切でし
ょう︒終りに当分館同好会

柱である人権同和教育︑青
少年育成︑大変時間もかか
り地味な活動ですが︑社会
の一員として一歩一歩の歩

好会︑ＰＴＡ︑住民各々皆
様の多大なる御協力あって
の賜である事で分館運営が

め皆さんのボランティア活
動一年間御苦労様でした︒

しかし︑この一年間︑更
には三年間︑自治会長とし
ての︑重責を果たしてこれ
割り切って︑取り組んでま

ている期待が大きいという
事の表れであり︑身の引き

ました︒

の良さに敬服いたしました︒

ん達の活躍又チームワーク

ました︒若いパパ︑ママさ

おいて絶対の好成績を残し

文化︑祭り︑体育系全てに

躍により大盛り上りの数々

同のやる気満々︑元気な活

ながら若い分館スタッフー

をしておりました︒しかし

分館活動に携わり諸々心配

月過ぎました︒久しぶりの

分館長より引き継ぎ早十ケ

他わずかになりました︒前

の残りのイベントも文化祭

のうちに︑平成二十二年度

先日西部運動会も好成績

分館活動の一年

この様な危機管理の重要

いりました︒

締まる思いです︒

この様な災害は︑過去数

報告であったと言う事です︒

勝

威に見舞われました︒

S

第16回西部ビーチボール大会
第31回西部公民館運動会
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今年５月︑町別生徒会に
おいて生徒が計画した夏休
み初日の﹁奉仕活動﹂︒当
日は︑天気に恵まれ︑早朝
より生徒全員参加にて行い
ました︒四つの班に分かれ︑
ゴミを拾い集め︑途中︑エ
コキャップ運動のポスター
を張り替えながらの作業で︑
町内を周りました︒そんな
中︑地域の方々にあいさつ
をする姿や︑奉仕活動を進
んで作業する姿がみられま
した︒
地域の皆様とふれあう機
会であるビーチボール大会︑
祇園祭や西部運動会などの
行事では︑多くの子供達が
積極的に参加しました︒行
事を通して︑子供達は地域
の皆様に温かく見守ってい
ただき︑そして支えられて

この会はみんなの希望を
とり入れて計画を立て︑物
作りや料理︑研修など楽し
みながら勉強になれば良い
なあと言った考えです︒今
年も︑パッチワークで雛人
形作りから始まり︑古いス
カーフなどを使ったコサー
ジュ作り︑クリスマスマッ
ト作り︑折紙で簡単に出来
る︑クリスマスリースを作
り︑ました︒お料理では︑
野沢菜のおやき作り︑そし

毎月当番の生徒が学校へ届

４月から１１⁚一月までに︑ダン

福祉推進委員を依頼され活

二年前自治会長さんより

はまなすの会の方のダンス
など楽しいひとときをすご

進行で︑カラオケ︑体操︑

喜んでいただきました︒
大樹会会長︑中沢先生の

でんは︑﹁昧がよくしみこ
んでいておいしかった﹂と

なりました︒

動内容も知らないままお引

福祉推進委員

これも多くの皆様にご協

き受けしてしまいました︒

動

力していただき︑子供達が

福祉推進委員は︑地域ふ

だけの世帯が多い中︑地域
で協力し声をかけあい︑助

ない方が多いと思います︒
高齢者社会で︑お年寄り

以上一入幕しの方︑80歳以

け合う事が必要です︒地域

会見裕恵

いるのだという事を実感し

すばらしい活動ができる事

れあい事業に自治会役員の

けております︒回収量は︑

ました︒
又︑平成二十年度より三

だと感謝しております︒本

方︑民生委員の方︑フーマ

三中ＰＴＡ支部長
西沢由美子

中生徒会ではエコキャップ
運動を毎年取り組み続けて

当にありがとうございます︒

ーさんと活動しています︒

よろしくお願いいたします︒

上二入幕しの方︑90歳以上

の皆様に御理解と︑御協力
をお願いいたします︒

ボール箱にして約18箱分と

おります︒この﹁エコキャ

今後とも引き続き︑子供

しました︒このような活動
をしていますが︑御存じで

ップ運動﹂とは︑ベットボ
トルのキャップを集めて︑
達の活動のご理解ご協力を

人権同裂育謳委員

の方︑寝たきりの方︑54名

関口泰彦

６名で配っております︒下

に乳酸飲料をフーマーさん
紺屋町は︑高齢の方が多い

した︒フーマーさん健康推

象に秋の会食会を行ないま

しの方︑80歳以上の方を対

秋には︑75歳以上一入幕

だきました︒

しの方に柏もちを配りしま

係者︑他色々な方の御協力
により乗り切る事が出来ま

が︑行政をはじめ自治会関

者家族の事情で︑その対応
には大変な思いをしました

は最初の火事の際で︑被災

を振り返る時︑強く心に残
る事は︑二軒の火事と強風
豪雨災害です︒私にとって

今年もあと僅か︑この年

地区です︒お隣りやご近所

しょうか︒又西部地区で二

も年に一度くらい防災会議

ました︒やはり当自治会で

でもその対応がうまくいか

のもっとも多かった自治会

８月２日の災害は驚くもの

民生児童委員
田中祀子

誰もが幸せに暮らし人間ら

進委員の方と前日より料理

した︒又その折衣類等の提
供をしてくださった方々︑

の助け合いも又益々必要と

地域です︒元気でいらっし

しく生きて行くあたりまえ
の権利です︒

長さんが小豆から煮てくだ

本当に多くの皆様のお陰様

は我が身 そんな思いで助

る幸せに生きるためのなく

人権とは誰もがこの世に
生を受けた時から待ってい

具体的には月二回︑75歳

エコキャップ推進協会に送
り︑リサイクルし︑その収
益企て﹁ポリオワクチン﹂
を購入し︑発展途上国の子
供達を助ける事ができる︒
キャップ八百個で子供一人
の命を救う事ができるとき
いています︒
その活動を︑今年度も下

難しいでだしになりまし
たが︑ご近所の方々とそし

さったあんこを使いおはぎ

であったという思いを強く
しています︒これらの災害

け合っていきたいものです︒

ゃるか声かけをしています︒

年も引き継いでおります︒
自治会皆様のご理解ご協

て町内の方々と出逢った時
には挨拶をかわし︑種々の

を作りました︒煮込んだお

を通して感じた事は︑自治

紺支部生徒会活動として今

力をえながら︑資源回収時
に︑エコキャップを回収し︒

行事では和気あいあいに楽

様々な問題について皆様方
と意見を交換しあい︑共に

会の防災体制でいざという

煮風に︑うりのピクルス漬︑

月には︑西部地区の皆さん
と︑上田市のゴミ消却炉︑
エコハウス︑真田邸の見学
がありました︒ゴミの多さ
と︑不燃物にフトンなどが

見下ろす計画を立てていま
したが︑前日からの雨に崇
られ残念ながら中止となっ

の準備をしました︒自治会

した︒皆さんに喜んでいた

春には︑75歳以上一入幕

みょがの酢漬︑塩を使わな
い梅漬などいろいろ批評し

しく参加しあえる︑そんな
事も幸せのＩつかと思いま

考える機会を設けたく思っ

時スムーズに対応できるの
かという不安でした︒

なって来ています︒記明日

番目に高齢化率の高い下紺

の必要があるのではないで

ず本当に大度だったと伺い

害が出ましたが︑浸水被害

でした︒下紺でも多くの被

ながらの楽しい︑ひととき
でした︒又東御市のＴＪＡで

す︒
７月４日には︑砥石城に

ております︒
その時は大勢の皆様方に

今︑地球環境の悪化に伴
いいたる所で自然災害が多

詞 丸尾昭子

のケチャップ作り体験︑10

てしまいました︒

ご参加頂けます様︑宜しく
お願いいたします︒

登り︑遥かいにしえの侍た
ちと同じ目線で上田の町を

入っており驚きました︒見
学をとうして︑ゴミを少し

来年はぜひ実現できるよ
うにと思っております︒そ

発しています︒上田市でも

でも減らし︑キチンと分別
もしなければ︑いけないと

てはならない権利です︒何
人からも侵される事なく︑

霧

して又︑我々の身近にある

雲

心
'Ｓ･

てお茶を飲みながらの漬物
の試食会は夏に取れすぎた

學

活
強く感じてきました︒
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生
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子供育成会長を経験して
子ども会育成会長 児 玉 嗣 夫

６年 渡
今年は︑下紺

一年をふりかｔ

事に参加

奨
地区長に

疋つて
っしょいは︑大きな声で
﹁わっしょい﹂って言った

肩が痛かったです︒上田わ

S︵S

竹事

なり︑いろんな

すところ３ヶ月になりまし
き︑他のチームにはない︑
我が町独自の良いチームワ

ど細かい内容まで御指導頂

ービーチボール大会でも︑

良い成績でした︒ファミリ

方が優勝したり︑かいと君

卓球大会では︑自治会の

しました︒

べたカレーは︑とてもおい
しかったです︒西部運動会

ぽうを作りました︒針金を
まいたりするのがむずかし

お楽しみ会で︑竹で水でっ

輩方より︑挨拶からルール

た︒４月から始まり︑西部
公民館主催による各種スポ
ーツ大会︑又自治会及び分
ークが出来ました︒
その様なチームワークを︑

でした︒スマイルボーリン

では︑聖火ランナー・大な

本年度の育成会活動も残

り︑ジャンプをしたり元気
におどってつかれました︒

６年
田小槌
今年の夏
とっても暑
い夏でした︒特に祇園や︑
上田わっしょいの時などが
暑かったです︒今年の祇園
は︑昨年と同じおみこしを

館主催による行事等への参
これからも大事に取り組ん

グ大会では︑選手せんせい

ばりました︒優勝と準優勝

したけれどうまく出来て良

みんながんばって良い成績

が小学校の部で優勝したり︑

加︑活動と幅広く子供達の
でまいりたいと考えます︒
町民の皆様方のお力を頂き︑
子供育成会が発展する事を
をやりました︒きんちょう

尚︑１月に市民の森スケ

になりましたが︑ぽくのチ

かつぎました︒人数が少な

かったせいか︑おみこしが

とっても重く感じました︒

でも中学生の人達や︑お母

さん達が手伝ってくれてよ

かったです︒でも夜は︑中

学生の人達がいなかったの

で︑少し重かったです︒そ

れに︑海野町の交差点に行

く途中で︑台風のようなと

ても強い雨が降ってきて花

車の花が︑お母さん達が一

生懸命ビニールをかけたの

分館主事を経験して

西沢宏幸
下紺屋町分館主事という
役を受けさせて頂き︑早二

年の月日が経ちました︒
皆様には︑大変ご迷惑をお

かけしながら務めさせて頂

きましたが︑中でも思い出
深い行事は︑やはり西部運

動会です︒下紺屋町勇士の
力を合わせ二年とも準優勝

をする事ができました︒

お昼には︑おいしいとん汁
を頂き︑子供からご年輩の

方まで一緒に食べる事がで
きる運動会は︑他の地区の

公民館ではない事です︒
これからも続けていって欲

しいと願います︒そのため

びしょびしょにぬれました︒

たけど︑おみこしも花車も

ました︒近くの建物に逃げ

学校の友達もおうえんして

うれしかったです︒自治会
の人や︑お父さんお母さん︑

けんかみこしが成功してよ

たけれど︑交差点でやった

ょびしょになってしまった

につけたざぶとんが︑びし

役は︑私にはできませんで

いたいと思います︒
最後になりましたが︑皆
様に助けて頂かないとこの

た︒でも︑下紺は︑去年と
同じ準優勝になれたので︑

なってしまい︑くやしかっ

は︑たくさんとべて良かっ
たです︒リレーは︑ビリに

くて︑大人の人に手伝って
もらいました︒みんなで食

姿を見てきました︒
中でも︑６月５日西部地
希望します︒
ート場へ行ってみようと企
画します︒たくさんの参加

かったです︒一年生もがん

をお待ちしています︒

ームは準優勝でした︒とて
も悔しかったです︒ぎおん

おみこしをかついだので︑

くれて︑すごくうれしかっ
た︒

にも住人の皆様には︑運動
会はもちろん︑他の分館行

で神輿を担ぎきり︑とても

グ０ク０ク０ク０ク０ク０ク０ク

かったです︒私は︑けんか

にもかかわらず台無しにな

盛り上がるお祭りとなりま

まだまだたくさん行事は
あるけれど︑みんなで楽し

祭の時︑ゲリラ豪雨にあい

町内の皆様︑日頃ＰＴＡ
した︒﹁上田わっしょい﹂

ですが支部長として至らな

した︑この場をお借りし御
礼申し上げます︒ありがと
続き温かくご支援下さいま

りと︑問題が次々と起こっ

みこしを１回くらいしか見

たことがなかったので︑ま

た見れてよかったです︒

また︑今年の上田わっし

ょいは︑小学校最後という

こともあるので︑しっかり

と最後まで精一杯おどりま

いたすきをしばってもらっ

した︒６年生は︑先頭で赤

ておどりました︒他の地区

の友達にも会えて︑よかっ

たです︒ちょうど上田駅の

近くでおどりが終わりまし

た︒一生懸命おどり切って︑

私の暑い暑い夏は終わりま
した︒

下紺バンザイー・

区よりも結束力のある下紺
屋町です︒

うございました︒どこの地

事には︑大勢参加してもら

活動におきまして大変お世

は元気一杯の掛け声と共に

く︑がんばりたいです︒

今年度は毎年恒例の﹁バ

ってしまったり︑おみこし

話になっております︒支部

い点が多々ありますが引き
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