町民は共に生きよう
発行所/゛￣'ﾄﾞ紺原町分館

第１２回ファミリー
ビーチボール大会二連覇

一

幸せな明るい人生/y

下紺屋町分館報

関する事まで︑たくさんの

身近な事から︑町全体に

待や思いが大きい事です︒

皆様方の自治会に対する期

そしていつも感じるのは

今年は︑自治会長歌が一

合いが重要だと思います︒

見えており︑その点は兼ね

上︑支障をきたすのは目に

では︑これまた自治会運営

しかし︑追随してばかり

います︒

な自治会運営になってしま

自治会長 腰 原 一 文

一年を振りかえって
自治会長職を賜って早五

意見が寄せられています︒

番長いという理由だけで︑

年を迎えようとしています︒

それも建設的な意見が圧倒

﹁西部自治会連合会会長﹂

されてしまいました︒ｙて

という非常に重い役を担が

的です︒
皆様方のこのような意見

のような器ではない と断

に対しまして百八Ｉセント
満足のいく回答ができたで

ったにも関わらず︒

案の定︑仕事が増えまし

しょうか︒
自治会長職の中には︒

た︒特に︑昼間の会議が多
くなり

︒雑用職 の側面がありま
すが︑これも重要だと考え

ぷ伐男 を返上し
ています︒あまり崇高な事
ばかり言っても︑皆様方と

なければならなくなりまし
た︒
現在︑西部地区が抱えて
乖離してしまう独りよがり

会の皆さん︑西小児童によ
るボランティア清掃・奉仕
活動等多くの方々に支えら
れ住みよい街がつくられて

いスタッフ︑ＰＴＡの方々
の活躍で︑各種目とも好成
績を残し︑二階陳列棚狭し
と並べられています︒
約一年を顧みると︑大樹

はと思います︒
西部公民館主催の各種ス
ポーツ大会においては︑若

レット用に縁起解説書を作
成し︑神社での勉強会を開
催できたのはよかったので

分館長 塚 田 博 己

分館活動を顧みて

文化財については︑ハ幡

民の文化・芸術品の展示会︶

販売︑ＰＴＡのバザー︑町

わりに︑地産地消の農産物

③下紺祭開催︵文化祭のか

ポーツ大会︑親睦会開催︶

②町民参加を図る︵町民ス

切にする︶

町の文化に親しみ歴史を大

①マンネリ化防止︵自分の

て活動をしてきました︒

当初今年の目標を設定し

早一年が過ぎました︒

前分館長より引き継ぎ︑

１

神社の改修に伴い︑パンフ

いる諸課題︑特に西部公民
館建て替え問題では︑先頭
に立って旗振り役を担って

います︒
最後にこの一年を振り返
ってみますと︑充実したＩ
年だったといえます︒

また︑この五年︑皆様方
の支援︑声援がなければ続
けてこられなかったと思い

ます︒大変ありがとうござ
いました︒
よいお年をお迎えくださ

Z O
ＩＶ

いる事が良く分かり︑感謝︒

に堪えません︒また︑人権
懇談会を春と秋に開催し︑
多くの参加者を得たこと︑
青少年育成懇談会を開催で
きた事に感謝申し上げます︒
最後に︑今年は文化部が

なくなってしまい残念でし
たが︑今後各種多様な要望
を基に各種同好会等を作れ

ればと思います︒多くの方
の参加とご協力を宜しくお
願い申し上げます︒
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笑顔であいさつやさしい町

新たな取り組みに思う

たＴシャツ︒そんな簡単な

長年お世話になったゼッ
ケンの老朽化に伴い作成し

じて取り戻す意図があった︒

忙しい日々の中で忘れ去

合わせ︑利益を度外視し︑
旬の味覚を提供した︒

分館主事 丸 尾 信 夫

理由だけでは片付けられな
い﹁思い﹂がある︒
ことができたのではないだ

ひとまず成功裡に終える

られた﹁季節感﹂︑食を通

伝統を尊重し地域住民が
強い絆で結ばれている︒そ
ろうか︒
新たな取り組みがそれま
しまうことだけは避けなけ

で培われた伝統を壊わして

の社会体育事業がつながっ
ている︒これからも継承し
域住民の連帯感を醸成し発
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くれました︒今年は︑私が
六年生︒最後だと思うと気

んでした︒でも︑その時の
六年生がやさしくおしえて

に出ました︑私はビーチボ
ールのことをよく知りませ

ァミリービーチボール大会

私は︑三年生で初めてフ
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した︒来年度も下紺Ｔシャ
ツを着用し各種行事に参加

した︒当日の分館︑自治会

めたりなどの準備もありま

でに︑大量の段ボールを集

りましたり そこに至るま

を通じて痛感しています︒

い下紺屋町ならではの素晴
らしい点だと︑役員の仕事

よりも行事数が多く︑地域
の方々と触れ合う機会の多

は叱って頂きながら成長し
ています︒これは他の地区

くとも昭和六十二年度より

です︒確認した結果︑少な

び北部児童公園の清掃活動

け継がれているハ幡神杜及

下紺屋町の諸先輩方から受

を申請しました︒内容は︑

この度︑下紺屋町の子供達

表彰するというものです︒

に良い行いをした子供達を

りを求めない﹂ことを前提

なります︒

けよう！﹂という気持ちに

顔を洗うと︑﹁さあ︑出か

でも︑眠いのをこらえ︑

ばしばです︒

いたい﹂そう思うこともし

みなんだからもう少し寝て

手です︒﹁せっかくの夏休

僕は朝早く起きるのが苦

きなければなりません︒

学校がある時よりも早く起

はんのにおいがします︒い
つも顔を合わせるのとは別

の方々には︑段ボールを細

行われています︒二十五年

充実した気持ちでいっぱい

とても頑丈な物が出来上が

が乗ってもビクともしない︑

リの作成をしました︒大人

ルの特性を生かしてポック

く切ったり︑・上手に作れな

間受け継がれていることに

ふだん学校へ行くのとは別

にはんこを押してもらいま
す︒数が増えていくたびに

れます︒
体操が終わると︑カード

す︒お父さん︑お母さんた
ちも︑毎日一緒にやってく

います︒朝が早いからなの
か︑眠そうな顔をしていま

の人たちとすれ違います︒
ハ幡に着くと︑友だちが

い子には︑ご指導頂いたお

なり本当に大変な事だと思

人︑かんきせんからは朝ご

す︒朝早くから働いている

ハ幡神杜に行くまでの間︑

陰で無事に完成しました︒

月８日の表形式に参加して

結果は表彰対象となり12

の風景を見ることができま
は七夕飾りの作り方をご指
導頂き︑とても立派な物が

彩JI.
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合が入りました︒去年は優
勝しているので︑今年も絶

参加し︑たくさんの思い出

新デザインに刷新し﹁上田
わしょい﹂などに参加しま

本年度は下紺Ｔシャツも

飾ります︒

きました︒ 賞状は公民館に

子供育成会会長

部公民館主催の各種スポー

・y

い申請をしました︒

ラジオ体操のある日は︑

六年 工 藤

ラジオ体瑠

したいと思います︒
教育委員会では︑子供達を

平成16年度から︑上田市

出来上がりました︒
この行事に限らず︑いつ

爽Iフ
Z
，
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また同時に大樹会の方々に

対象に善行表彰を実施して
います︒﹁御礼﹂ ・ ﹁見返

弦

が出来たことと思います︒

ＴＡ行事と幅広く子供達が

４月から始まりました西

たゼッケンが泣くことにな

ツ大会︑自治会・分館・Ｐ

﹁よ〜いどん目⁚﹂ポック
リ︑ポックリ⁝⁝ゝ﹂れは子
供達が毎年楽しみにしてい
る︑夏休み中のお楽しみ会

児

になります︒
夏休みのラジオ体操は︑
僕の頑張った思い出です︒

の様子です︒今年は段ボー

でも下紺屋町の子供達は地
域の皆様に見守られ︑時に

西小ＰＴＡ下紺屋町 支部長徳田直子

地域に見守られて・：

展させなければ役目を終え

て生まれ変わった︒
ステージ発表を廃出︒農
る︒

となりました︒

本年度の活動も残り僅か

III77こ.

産物の販売とバザーを組み

ればならない︒さらなる地

ていきたい︒
文化祭が﹁下紺祭﹂とし

の根底にある﹁ド紺魂﹂︒
それを中心としてすべて
一一
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対優勝だと思いました︒練

習が始まり︑中学生が打っ
たボールを打ちかえしたり︑

チームごとに試合もしまし
た︒いよいよ大会当日︒わ

くわくしてきました︒自分
の試合がない時は︑声がか

れる程︑他のチームの応援
をしました︒しばらくした

ら私たちの出番がきて︑少

しきん張してきました︒
一回戦は負けてしまいま

した︒二回戦は︑アタック
をたくさんして点を入れま
した︒

みんなのがんばりで︑下

紺は見事優勝しました︒一
目ワクワク︑ドキドキ︑悔

しい思いもしたけど︑とっ
ても楽しかったです︒小学

校最後の大会︑良い思い出

になりました︒

会長佐藤好彦
伝統の継承と御輿の担ぎ
手の確保を目的に発足した
当会も︑今年で発足十四年
を迎え会員数70名を数える

せへよりでのＩ蒔一女性学級の
にＰＴＡのお父さん︶のご 一
参加が望まれます︒
せっかく町内に残る伝統
文化を子供達の未来に残す
と共に町内活性化を図りた
く︑当会では新しく町内に
お住まいの方︑他県より町
内に戻って来られた方等の
新規会員を募集し継続的に
活動して参ります︒次年度
も皆様の変わらぬご支援を
お願い致します︒

民生委員にたづさわって

吉渾てる子

その大人もＰＴＡ役員のお

二年が過ぎようとしていま
す︒昨年は何も分からずに
手さぐりの毎日でした︒

Ｊ︑ Ｊ

活動について
青嶋玲子

ぬいぐるみ作り等簡単に出
来る作晶づくりにはげみ︑
下紺祭の展示発表に備えて
います︒
一緒に活動したい方︑興

心と体を育む食事・免疫力

々として先生のお手伝いを
しながら︑終始和やかに︑

おります︒

ｔレ恥麺一 ｀

Ｌ奉仕活動で
忠司事

三中ＰＴＡ支部長
田口勢津子

宜しくお願い致します︒

とうでざいます︒今後とも

コキャップ回収にも多くの
皆様方にご協力頂きありが

ければと思いました︒
最後になりましたが︑エ

も︑ゴミに対するマナーに
ついて意識を高めていかな

この活動をきっかけに︑
子供達だけでなく私達大人

の出した物の多い事にビッ
クりです︒

き缶など⁝⁝明らかに人人

たゴミの中には︑たばこの
すいがらや缶コーヒーの空

る姿に脱帽でした︒
そんな子供達が拾ってき

す︒思春期と言われる中の
子供達の真剣にゴミ拾いす

謝の意を持って活動ができ
ることにつながると思いま

た絆が︑こうして中学生に
なっても︑町内の皆様に感

いといわれている我が町︑
下紺ですが︑その時生まれ

小学校のＰＴＡ活動が多

での活動を行う事ができま
した︒

っていました︒しかし︑そ
んな忙しい中でも全員参加

重なっていた事もあり︑正
直出席率は低いだろうと思

夏休み初日︑毎年恒例の

火曜日午後１時30分より午

味をお待ちの方︑ぜひＩ度

後４時頃まで︶心よりお待

現在︑女性学級は12名く
らいで活動しております︒
年度始めに︑全員で意見
を出し合い︑年間計画を立
ちしております︒

町内清掃を行ないました︒
部活︑高校の体験入学と

ながら︑なかなか実践し難
い﹁ガン﹂や﹁成人病﹂を

予防する食事のとり方など
を︑先生のユーモアに富ん

見学にいらして下さい︒一

てます︒計画によって外部

管理栄養士

同大歓迎です︒︵毎月第一

から講師を招いたり︑外部
の施設を利用したり︑又は
会員同志で教え合ったりと
毎日変化に富んだ活動を︑

高田寛子先生を
お迎えして

を高める食事の重要性﹂と

楽しい雰囲気で食の大切さ

育成指導員関口泰彦

題して︑食の知識を持つと

楽しみに︑和気合々と行っ
ております︒
本年度は︑丸山邸が開館
されたのをきかっけに︑４

いうことが︑人が健全に生

を学ぶ事が出来ました︒
来年も大勢の方々に参加

だお話や手作りのイラスト
や模型を使い︑子供達も嬉

月には︑上田城趾でお花見
を行いました︒丸山邸の見

きていくうえで如何に必要

５月16日︑﹁今が︑大事！

学帰りは︑遊歩道を散策し
ながら楽しい一時を過し︑

かを学ぶ懇談会を開催いた
しました︒
この世に生を受けてから
の脳及び神経等々がどのよ

−

して頂ける︑楽しく学べる
懇談会を開催したく思って

親睦を深めました︒又会員
の情報をもとに会食に出掛
けたり︑帽子作り・編物・

うに発育し︑発達していく
・ ぷ塩

か︑又︑バランスのとれ
た食事に心がける

分の取りすぎに注意する
・Ｊょく噛んで食べること

Ｉ≒今
﹃

r=J四

までになりました︒しかし
会員の高齢化に伴い年々自
治会員だけでは御輿の運行
が困難となり︑昨今は外部
から多くの応援を頂いてい
るのが現状です︒
また︑子供御輿はより深
刻で︑子供の絶対数不足か

母さんを中心とする一部の

見守り活動の一環として

ら大人の応援が不可欠で︑

に限らず自治会の活動は︒

方に限られています︒御輿
部の役員だけでは存続しま

フーマーさんと乳酸飲料を
お届けしておりますが︑経
験豊かな方々のお話を伺っ
ていると勉強になると同時
に︑知恵とパワーを自治会
活動にもいただけたらと思
います︒誰も緊急時には人
の手を惜りずに生きること
はできません︒高齢者の自
立を支え︑見守ってくれる
地域であってほしい︒お隣
り︑ご近所の助け合う絆︒
支援が必要な人ほど︑どこ
に助けを求めてよいのかわ

E）

綸言≒争毫覆″１−１増淵でｒ
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からずにいる現実がありま
す︒
様々な問題について相談
していただければ関係機関
へのつなぎ役としてお役に
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生
委
立てると思いますのでよろ
しくお願い致します︒

今
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一

ゴルフ同好会

下紺

ソフトボール同好会
堀江弘隆

下紺屋町ソフトボール同

好会は︑西部地区各自治会

−一

人権同和教育
推進委員

青年から︑ハト才を過ぎ

池田竹男

難しい問題に携わる事に
た︑元ぶ日年 ︑女性も含

で構成されているＨチーム

間で︑５月〜８月までのリ

ーグ戦と︑10月の卜−ナメ

ント戦を楽しんでいます︒

今年は︑リーグ戦は６勝４

負の６位︑トーナメント戦

に引越し︑平成九年ソフト

ａ
廿

皆さんは︑ビーチボール

ボール同好会に入会︒十五

を共有し︑最後は一緒に飲

ファミリーピーチボール

されています︒三十三才の

層で構成された32名で運営

皆様のお陰と感謝いたしま

事に終了しました︒これも

本年も分館報作成まで無

最後に年末年始の飲みす

ぎには注意しましょう︒

田口賢司

メール:info＠shimokon.net

菊池武則

なり︑今さらながら大変な
ィールドでプレーが出来る︒

め年齢にとらわれず同じフ

身近で︑どこにでも︑あ

下紺ビーチ″︲ル同好魯

をご存じですか︒バトミン

年間ソフトボールを楽しん

む⁝なかなかいいものです︒

私は︑平成六年にこの町

は準優勝という成績でした︒

トンのコートを使い︑Ｉチ

できました︒引越してきた

親睦を目的とし︑勝ち負

荒井久実子

ーム４人で︑バレーボール

ときは︑近所に知り合いも

をします︒Ｉセット︑９点

けにこだわったチームでは

他にも静止しているボー

いなかったのですが︑この

取得で３セットマッチです︒

ありませんが﹁たかがソフ

ルを打つ競技がありますが︑

会に入会しいろいろな方々

共通していることは︑ミス

ト︑されどソフト﹂の精神

ネットの高さは︑180センチ
で︑だれでも気持ちよくス

と出合い︑ともにソフトボ

をすると︑平常心を見失い

で来年はりＩグ戦優勝を目

パイクが打てます︒なんと

ールを楽しみ︑そして多く

悪い結果が待ち受けている

大会や︑西部公民館ビーチ

若者と六十四才のちょっと

す︒合わせて分館報に寄稿

◆編集後記◆

ボール大会には︑会員も多

お歳を召した方が同じチー

して頂いた皆様︑下紺祭に

才〜六十四才の幅広い年齢

く参加します︒今年度は︑

ムで戦い︑お互いに激励し

どちらの大会も優勝しまし

出品して頂いた皆様にお礼

た︒今まで︑大会に参加し
た事がない方も︑ぜひ一緒
にやりませんか︒
毎週︑土曜日の夜に︑西
小体育館で練習しています︒
和気あいあいと︑とても楽
しい時間です︒
近年︑会員の平均年齢が
上がっておりますが︑年に
関係なくできるスポーツで
す︒興味が︑少しでもある

を申し上げます︒

合い︑﹁勝った︑負けた﹂

心配がありません︒

した︒今︑この会は三十三

指します︒

／／ｗｗｗ．ｓｈｉｍｏｋｏｎ．ｎｅｔ／

の仲間を得ることができま

いっても︑ビーチボールを
使うのが特長です︒ボール
睦会になると︑不思議なも
ので︑優勝者以外の人は︑
ミスした数が多いのに︑少
しのナイスショット︑ナイ
スパットの話が出ると︑又
お酒が︑一杯余分にはいり
ます︒
気楽に参加して楽しい一
日を過しませんか︒
◆申込先◆
会長 太田 23︲１４３０
会計 石巻 23６６４１

が︑柔らかいので突き指の

ことです︒しかし︑表彰親

おります︒

気蕩々で一日楽しくやって

相等︑親睦ゴルフ会は︑和

省︑時には家庭の話や︑世

又同伴競技者とプレーの反

ことがゴルフの魅力です︒

同じ条件にてプレー出来る

ーにより︑参加者が︑概ね

えられる距離等のハンディ

力量や年齢︑又女性に与

思いをしております︒

健康ウォーキング
大樹会会長中沢良精
日本で老人福祉法が制定
された一九六三年︑百歳を
超える人は一五三人に過ぎ
ません︒それが昨年は四万
七七五六人になったそうで
す︒
健康づくりに効果がある
といわれるウォーキングを
大樹会として取り組むこと
にしました︒コースは︑
﹈下紺公会堂←矢出沢川沿
いに遊歩道を下る←向源寺

一一

←芳泉寺←歴史の散歩道←
上田城趾公園←下紺公会堂︼
７月10日に役員有志十数
名で下見がてら実施しまし
た︒
世間話等しながらのウォ
ーキングは︑心もうちとけ
て仲良くなれ意義深いもの
でもあります︒
ただ︑参加者の歩く速さ
や体力が異なっているので︑
楽しく行うためにはどんな
ふうにしていくのがよいか・ ．
検討しながら実施すること
が肝要かと思いました︒
﹁健康のための運動﹂が

下さい︒一度やったら︑病

方は︑ぜひ一度練習に来て
いように十分気をつけて行

み付になりますよ︒

﹁不健康﹂を招くことのな
ないたいと思います︒

下紺屋町商工振興会

信州上田下紺ネット

りそうな︑これってセクハ
ラ？︑部落史について﹁わ
かりやすい︑身近な人権﹂
として︑東信教育主事の白
鳥貴文先生に講演をしてい
ただきました︒今と昔を比
べてみました︒自分が子供
だった頃と︑自分が親とな
った今︑同じではない事に
考えさせられました︒
後期人権は︑西小学校の
柴田隆一校長先生を講師に
お迎えし︑講演していただ
きました︒全員で合唱して
始まり︑年長者︑仲間へ︑
﹁敬意﹂を持って接する事
の大切さを？⁝⁝⁝
家庭・地域の役割︒学校
との関わり方について﹁い
じめ﹂をテーマに︑楽しく︑
わかりやすく︑話していた
だきました︒
夫婦︑家族に対する敬意
の大切さ！・⁝子供には愛情
を持って育ててほしい！・
今後︑講演会などについ
てお考えがありましたら︑
お声を掛けて下さい︒

一一
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