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☆ 11 月の主な行事予定
１１月１日（金） 「御幣川区 安全・安心を考える日」
１日（金） 「御幣川区に花咲かせたい」実行委員会（19 時 公民館）
２日（土）
第２回 お茶のみサロン（御幣川公民館）
４日（月）
御幣川区文化祭（９時～15 時 御幣川公民館）
９日（土）
苗木・球根の植栽（８時 公民館集合）
１０日（日） 「七五三祝」（10 時 幣川神社）
１０日（日）
育成会資源回収（朝７時までに自宅前に収集物をお出しください）
１６日（土）
第７回協議員会（16 時 30 分 宝昌寺）
１６日（土）
平成 26 年八日堂初縁日実行委員会（17 時 30 分 宝昌寺）
２３日（土）
幣川神社新嘗祭（15 時 30 分 幣川神社）
２９日（金）
「みんなの幸せを願う集い」（19 時 公民館）
３０日（土）
第３回環境美化推進員会（19 時 公民館 1 階中会議室）

☆御幣川五差路歩道工事着工！

９月 28 日工事説明会

長年の念願でありました御幣川五
差路の「県交通安全対策工事」（辰巳
新道側：延長 57.1m 幅 2.0m）、「市歩
道整備工事」
（市道側：延長 31.0ｍ幅
2.0ｍ）が、10 月７日スタ－ト、11
月初旬に完成予定です。工事期間中、
片側交互通行となりますので通行に、
くれぐれもご注意ください。

☆☆御幣川区都市排水対策委員会開催！
御幣川区全域の浸水等の災害を未然に防止するため、
今年度、新たに全常会長さんにも委員になっていただき、
農業用排水路及び雨水排水路の対策を検討する委員会を、
10 月 23 日開催しました。委員会では長野市河川課様より
事業予定の説明をいただき、今後のすすめ方について質
疑応答が行われました。計画案作成にあたっては、測量
作業・現地確認作業を行い、地権者等の皆様にご相談の
後、委員会で検討し、区民の皆様に提案してまいります。

☆街頭の消火器（1990 年～1992 年製造利用不可）18 箇所、取替えました！
お近くの設置場所をご確認いただき、いざ火災発生時には迅速に活用ください。
（長野市自主防災組織強化補助事業より補助金をいただきました）

☆秋晴れの秋季大祭☆
９月 28 日（土）の宵祭では賑やかに神楽巡行・奉納が行われ、29 日（日）本祭、どこ
までも青い空が元気をくれる日本晴れの良き日に幣川神社秋季大祭が行われました。竹
内宮司様に五穀豊穣、区民の無病息災、幸せをしっかりと祈願していただきました。本
殿での神楽奉納に続いて、掃き清められた土俵で幼児から小学校６年生まで男女約 70 名
が参加して元気一杯、子供相撲大会が行われました

秋季大祭奉納子供相撲大会 優勝者（敬称略・○数字は常会）
男子

女子

４年生
５年生
６年生
４年生
６年生

清水雅人⑬（５人抜き）・羽生田日向⑬（３人抜き）
宮入開智③（５人抜き）・吉岡希海⑫（３人抜き）
羽生田千潤⑬（５人抜き）・吉岡勝③（３人抜き）
力石まなみ⑤（５人抜き）・５年生 小林香苗⑫（５人抜き）
山川陽菜⑨（５人抜き）

☆福寿会「体力作りの日」マレットゴルフ大会開催！
福寿会マレットゴルフ会長 中島嘉人
優勝 須坂恒雄氏（６常会）・準優勝 丸野恵次氏（10 常会）・３位 古川英次氏（１常会）
マレットゴルフ部は、平成 23 年度（会長 須坂恒雄）の新規事業として会員 20 名で発
足、目的は健康を増進しゲ－ムの中で、出会、ふれ合、助け合を育むことです。昨年、第
２回を太田原マレットゴルフパ-クにおいて 24 名が参加し木漏れ日のなか盛大に開催しま
した。今年も 10 月３日、秋の収穫など一段落の頃を見計り設定したところ当日のみ天気予
報が的中少雨決行しました。一コ-スのみで切り上げ、大岡温泉に移動し冷えた体を温泉で
暖めた後、成績発表表彰、昼食は大岡温泉のみの白い更科そばで、店主の説明では「この
白い『そば』は更科そばとして天皇に献上したもの」とのことです。反省会では、
「もっと
多くの方に参加してもらいたい」
「気軽に参加できる工夫」等の意見が出されました。今後
の活動の課題としたいと思っています。今回、新人の２人（福寿会入会者）参加して頂き
ました。参加者の皆様には小雨の中、大変ご心労をおかけしました。

☆秋葉社（火之伽具土神）例大祭☆

2 常会 島立桂太

10 月 20（日）、御幣川公民館にて、秋葉社例大祭が行われました。
当日は朝からあいにくの雨（これも火を鎮める神の仕業？）で、祭壇
を中会議室に設け、住民 29 名が出席して竹内宮司様のもと神事が執り
行われました。その後、懇親会を行い和やかな雰囲気で終了いたしま
した。
「公民館の前庭にあり、幣川神社の秋葉社の分神である。昭和初
期、公民館付近の第２常会は火災が多く発生し大きな被害を被った。
このような時、昭和 10 年３月、寄付金 23 円で石祠を完成させた。以
後、毎月 14 日に奉斎し、年１回大祭を行っている。」（御幣川区誌）

☆☆市民大運動会 優勝！！

公民館体育部長 桑原義敬

10 月 14 日に開催されました第 47 回中央地区市民大運動会は、澄み切った青空、快晴
の秋晴れのもと開催され、各種競技に御幣川区民の代表選手が出場し、心地良い汗を流
しました。「ボ-ル送り」と「百足競争（女子）」では激闘の末に１位を獲得、その他の
種目でも大健闘、特に最終種目「人生リレ－」は、男女それぞれで接戦で２位となり、
応援席からの掛け声もグラウンドに響き渡っていました。選手の皆様の活躍、そして御
幣川区が一丸となったこの大運動会の結果は、「Ｂ組優勝」を勝ち取り、念願であった
優勝カップを持ち帰ることができました。来年は上位クラスのＡ組として参加すること
となります。今後とも区民の皆様のご協力をお願いします。
＊競技別の結果と出場選手＊（敬称略、順不同、○数字は常会）
☆ボ-ル送り 400M リレー（男性）３位 傳田勇一郎⑤・坂戸重明⑤・宮入国男⑤・岡澤成祐⑤
（女性）３位 大島千賀子⑧・矢島美紀⑧・久保田飛鳥⑧・竹内早苗⑧
☆ボ-ル送り １位
水科竜⑦・石黒耕希②・北澤莉々愛⑫・美谷島克八⑬・美谷島七歌⑬
中村勇⑦・内山富一郎⑦・松田光平⑦・中島浩一⑦・水科文彦⑦
☆血圧測定リレー ２位
窪田学⑨・浦野晴英⑨・横山修二⑨・
窪田和恵⑨・浦野比呂美⑨・横山みどり⑨
☆百足競争（女性） １位
飯島貴恵④・上原麻美④・斉藤夛喜子④・伊藤由美④・新井千佳子④
☆三世代なかよく 桑原明日香①桑原貴子①・小林和雄⑥・小林寿子⑥・山口良一⑩・小出美英子⑩
☆障害物競走 ２位
石黒佑弥②・唐木智矢②・金子竜二⑩・北山一夫②・岡澤成祐⑤
☆綱引き 勝利
橋詰佳梛太①・桑原智寛①・桑原優人①・宮入百芳③・飯島楓④・
上原さくら④・北村寛子⑤・北村憧子⑤・北澤莉々愛⑫・飯島涼④・
小林和雄⑥・井堀路彦⑥・岡田光夫⑬・青木久利①・小山靖①・
柳沢芳男⑪・傳田勇一郎⑤・島立柱太②・小出一美⑩・望月憲一⑩・
小林寿子⑥・井堀由美子⑥・田中和⑬・青木美佐子①・小山千鶴①・
北山志穂②・下條優子⑪・傳田千春⑤・小出美英子⑩・宮崎里枝子⑩
☆スプーンレースリレー ５位
萩原淳⑨・小林一雄⑩・早川公子⑨・辻ひでこ⑪
☆百足競争（男性） ６位
小林輝明⑫・黒岩哲章⑫・星野克実⑫・熊谷浩二⑫・原憲一⑫
☆人生リレ－（女性） ２位
山川夏緒⑨・島田有莉沙⑪・伊東由莉愛（中学）
・羽生田奈美⑬・
美矢島正美⑬・宮野尾由香⑬
☆人生リレ－（男性） ２位
新井仁⑬・羽生田千潤⑬・北山輝②・春日竜太郎⑫・伝田和彦⑪ ・
山川博之⑨・丑山茂⑪

☆第 20 回住民福祉バザ-！ご協力ありがとうございました！
御幣川区の皆様から、衣料品 271 点・日用雑貨品 214 点・食料品 44 点・農産物１点合
計 530 点と多くのご寄贈をいただきました。正副常会長・隣接組長・民生児童委員・保
健補導員・日赤奉仕団・福祉推進員・交通安全協会支部長さんお疲れさまでした。

☆「ごみ分別強調月間」にあたって！環境美化推進員雑記☆
８常会 南沢光蔵
環境美化推進員として、１年６ヶ月が経過しました。ごみ収集日は、年間 150 日以上に
及びます。その都度、トラブルを避けるために奮闘しています。まず、思い出すのは、平
成 24 年８月 10 日（金）午前３時 30 分頃、ごみ搬出所に出向いた処、計 42 袋が搬出され
ており、支所に依頼して調査の結果、地区外の人が搬出したことが判明しました。現在も、
ごみ搬出の問題はいろいろあります。強調月間に先立ち、回覧で「１.正しい分別がされて
いない（可燃物の中にプラスチック製品の混入。プラスチック袋に可燃物や不燃物の混入）、
２.収集日前日や早朝の搬出、３.不燃物の中にカセットガスボンベ、スプレー缶ライター
などガス抜きをしないまま入っている」との要請をしましたが、早くも 22 日（火）の可燃
物の日には、可燃物袋の中にアルミ缶６個の混入がありました。搬出者に自覚を持って頂
きたいと搬出場所に留め置きましたが、成果は出ていません。やむをえず対処します。自
分の行動が、周りの人に及ぼす影響を考慮して「人に迷惑をかけない」
「思いやりの心の大
切さ」をひしひしと感じています。美しい・快適な明るい社会をつくる為に、搬出時に挨
拶を交わしごみの話題等伝えるようにしたら如何なものかと思い微力ながら努めています。

☆ 差別をなくすために「出会いとふれあいをたくさん持つこと」！
人権同和教育 四者懇談会開催！
10 月 16 日（水）「人権の地域づくり」をテーマに通明小
学校・篠ノ井東小学校・篠ノ井東中学校・篠ノ井中央人権同
和教育集会所運営委員等 53 名が参加して懇談会が行われま
した。解放同盟長野市協議会の中本栄会長さんの講話では、
「大人たちの無理解さを指摘する内容のものがあった」
（中学
生のアンケ－ト結果から）、
「出会いとふれあいのなかで教え、
教えられる、仲間づくりの大切さ」
（差別をなくすために）に
ついてお話をいただきました。東中学校の校長先生から「地域の人から、生徒たちに
声をかけてもらったり、ほめてもらったりしているのがうれしい」という感謝のお言
葉もいただきました。

☆お知らせ☆
１． みんなで春咲きの球根等の植栽をしましょう！11 月９日（土）
11 月９日（土）８時、御幣川公民館にご参集ください！(移植ゴテを持参ください)
＊球根：チュ-リップ・フリ-ジア・クロッカス・ムスカリ
＊苗木：ドウダンツツジ ＊苗：ビオラなど
（市の地域緑化事業より補助）

2．御幣川ゴルフクラブに入会をお待ちしております！

会長 秋山捷

平成元年に結成し、今年、例会が 150 回の節目を迎えた歴
史あるクラブです。現在会員 33 名で、年間９回のコンペと
１月の新春コンペを会員相互の親睦と健康づくりをモット
－に開催しています。今、クラブでは、ゴルフ愛好家の皆
様の入会をお待ちしております。詳しくはホ-ムページをご
覧ください。（おんべ川ゴルフクラブで検索）

3. 「御幣川区おはよう！ラジオ体操」5２回実施、お疲れさまでした！
来春は４月５日（土）６時 30 分スタ－トの予定です！

