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世帯数 1019 世帯(H25.９.１)

「御幣川区 安全・安心を考える日」
第 11 回協議員会（18 時 30 分～公民館２階大広間）
公民館運営審議委員会（19 時～公民館２階大広間）
第 10 回ふれあい会食（11 時 30 分～公民館１階中会議室）
新旧環境美化推進員会（19 時～公民館２階大広間）
顧問会（17 時～ 公民館１階中会議室）
自主防災会ポンプ点検（18 時 30 分～ 公民館１階中会議室）
御幣川区資源回収
日赤奉仕団役員会（19 時 30 分～公民館２階大広間）
公民館新旧役員合同会議（19 時～公民館２階大広間）
福寿会定期総会（10 時～公民館２階大広間）
第２回人権同和教育集会所運営委員会(19 時～見六中央集会所)
ＰＴＡ交通安全教室（10 時～11 時 幣川神社）

☆☆雪かき お疲れ様でした！～春よ来い！～
２月１４日（金）から３日間、２週連続で週末の記録的な
豪雪となりました。長野地域で最深積雪が７０㎝と観測史上
３番目に多い雪が市民生活を直撃し、連日、雪かきにおわれ
ました。
「一日中、雪かきをやっていた」
「車庫の屋根の雪お
ろしをやった」
「公民館に行くのに２度転んでしまった」
「車
道を歩かざるをえなく怖かった」「幣川神社の大木の枝が折
れてしまった」等々、たいへんでした。お疲れさまでした。
朝早く、近所のお年寄りの家の雪をかいてやっている人、隣
近所総出で和気藹々と助け合って雪かきをやっている人達を見て心の中が温まりました。

☆「地域の安全・安心を考える」研修会実施！
平成２５年 交通事故多発・特殊詐欺が大幅増加
２月１日（土）、
「御幣川区安全・安心を考える日」にあ
たり、第 10 回協議員会で研修会を行いました。篠ノ井駅
前交番の山岸正昭所長さんから「H25 年中の長野南署管内
の治安情勢」についてお話を頂きました。特に①交通事故
は発生件数 662 件（+27 件）・死者８人（＋３人）・負傷者 809
人（+42 人）と増加し、傾向としては、夜間・週末、横断歩
道上の事故や飲酒運転事故が多発。②特殊詐欺の認知件数
は 12 件（＋８件）で被害額が 34,732,000 円（+3,298,000）と
大幅に増加とのことです。所長さんのご経験からお祭りや
行事が熱心に行われ、連携・団結力が強いところほど治安が良かったそうです。区民のふれ
あいを充実し「安全・安心のまちづくり」を一層推進したいという思いを新たに致しました。

☆通明小学校正門東の側溝（６常会）工事完了！
長年にわたり６常会より「危険で通行の障害になっているので一
日も早く工事をやってほしい」と要望がでていました側溝の凹凸
修繕工事が行われました。冬季の雪道の危険防止のためにもと 12
月初旬に再度、現地調査を切にお願いし素早く着工していただき
ました。尚、更に水路の拡幅整備は 26 年度から実施予定です。

☆２０１号線（11 常）
道路拡幅工事完了！
11 常会の宮岡重男宅北東
側の道路拡幅改良工事が電柱
の移動等を行いこの度、完了いたしました。工事に伴
い迂回路等ご理解ご協力ありがとうございました。

☆公民館南側道路（２常会）
「この先 行き止まり車通
り抜けできません」の看板
を設置しました！
２常会の新年総会で要望をいただいた「公
民館南側道路に車が進入してきて困って
いる」という要望を市にあげたところ、素
早く対応していただきました。

☆☆平成 26 年度ＰＴＡ新役員決まる！～PTA 総会開催～
会長 ：倉石一(４常会)・ 副会長： 吉岡弘夫（12 常会）・ 会計： 羽入田奈美（13 常会）・
理事（小・交通部）：宮野尾由香（13 常会）・ 理事（小・校外指導部）：原弥生（12 常会）
理事（中・評議員）：岡井久美（13 常会） ・ 理事（中・校外指導部）：猪俣みゆき（11 常会）

ご挨拶

ＰＴＡ会長 倉石一

本年度、御幣川区ＰＴＡ会長を務めさせて頂くことに
なり、その責任の大きさに身の引き締まる思いでおりま
す。微力ではございますが、お受けしたからには、全力
でやりぬこうと思っております。今年度は、ＰＴＡ活動
を通じ、保護者・学校・地域の皆様とのコミュニケ－シ
ョンを図り、絆を強くすることにより、子供達にとって、
より良い環境を作りあげていきたいと思っております。
そのため、ＰＴＡの皆様ならびに地区の皆様のご支援
・ご協力を頂きながら頑張ってまいりたいと思いますの
で、どうぞよろしくお願いいたします。

平成２５年度 御幣川区の主な活動（平成 26 年２月２８日現在）
☆安全で安心して暮らせるまちづくり☆
①区民台帳の更新 ②毎月１日「御幣川区 安全・安心を考える日」設定③「ハット・ヒヤリ・
交通事故・火災・犯罪被害・地震情報等」配布④第 30 回自主防災訓練（要援護者救出訓練）
⑤災害時要援護者の具体的体制づくり完成⑥秋葉社例大祭⑦都市排水対策委員会開催⑧ＰＴ
Ａ交通安全教室・街頭指導⑨自主消防隊ポンプ点検⑩年末特別警戒区内・常会内巡視⑪公民
館男子トイレのバリアフリー化工事⑫公民館２階大会議室７０畳を新しく畳替⑬御幣川五差
路の歩道設置整備⑭７常会東側市道に側溝新設⑮防犯灯４箇所（1・2・9・13 常会）に新設⑯
７常会通学路のカラー舗装（グリーンベルト）⑰カーブミラー３箇所に新設（９・11・12 常
会）⑱13 常会水溜解消工事⑲ごみ集積ハウス新装新設（５常会・９常会）⑳防犯灯 39 灯をＬ
ＥＤ化 21 市道 070（２常会）拡幅舗装工事 22 街頭の消火器（18 箇所）の取替 23 北公民館の
駐車場確保 24 交通安全協会役員による白線引 25「とびだし注意」の看板設置 26「安全・安
心を考える日」研修会開催

☆笑顔あふれる和のまちづくり☆
①「御幣川区便り」の発行（Ａ３版表裏）②表彰状・感謝状授与（8 名）③「ふれあい会食」
（年 10 回）
・
「お茶のみサロン」④福寿会クラブ活動（グランドゴルフ・囲碁等）⑤盆踊り大
会⑥人権同和教育集会所研修会⑦敬老会（70 歳以上）⑧春季・秋季大祭⑨新嘗祭⑩幣川神社
越年祭⑪御幣川商工振興会研修会（春・秋）⑫御幣川区文化祭⑬人権同和教育「みんなの幸
せを願う集い」⑭「人権の地域づくり」四者懇談会⑮篠ノ井合戦まつり「びんずる踊り」参
加⑯新年おめでとう会⑰第６０回八日堂初縁日大祭⑱どんど焼き⑲各常会新年会

☆心癒される美しいまちづくり☆
①「御幣川区に花咲かせたい」活動②公民館内での全面
禁煙実施③区内一斉側溝清掃④幣川神社の清掃活動（毎
月 1 日・15 日氏子総代会）⑤市道・県道の除草愛護活
動⑥公園（児童遊園地等）の除草（福寿会・ＰＴＡ・育
成会・区）⑦資源回収（区・ＰＴＡ・育成会）⑧春・秋
ごみゼロ運動・河川一斉清掃⑨ごみ分別強調月間の取組

☆健康で明るい元気なまちづくり☆
①「御幣川区おはよう！ラジオ体操」②年齢無制限野球
大会優勝③中央地区球技大会 野球：Ｂチ-ム優勝・Ａチム準優勝・女性バレーボ－ル優勝・ソフトバレー３位④
「健康なるほど講座」⑤篠ノ井地区球技大会 400 歳野球
16 年ぶりに優勝⑥福寿会「体力作りの日」⑦市民大運動
会優勝⑧ランク別大会女性バレーボ－ルＡランク優勝

☆子ども達の健全な成長を区民あげて応援するまちづくり☆
①ＰＴＡ地区集会・講演会（「緑育について」
）②育成会
講演会（「八重のさくらと信州」）③ＰＴＡラジオ体操④育
成会親子木工教室⑤秋季大祭 子ども相撲大会⑥子どもお
神楽の教習⑦合戦まつり「子ども神輿」2 基参加⑧「七五
三祝」⑨通学区大会少年野球優勝・女子ソフト準優勝⑩Ｐ
ＴＡクリスマス会⑪育成会親子ボーリング大会⑫少年野
球卒団式

☆少年野球チームの大活躍を振り返って☆～２月８日卒団式開催～
保護者会長 石黒栄二
御幣川少年野球チームと会エースの合同
チームとして２年目、それぞれの良さを生
かし、チーム一丸となって活動することを
念頭に進めてきました。両地区の区長様、
育成会様のご支援、ご協力、そして保護者
の皆様の並々ならぬ日々のサポート、監
督・コーチの熱心なご指導を賜り、子ども
達の心身の成長につながる素晴らしい１年
を過ごすことができましたことを感謝申し
上げます。本当にありがとうございました。
選手たちは、３月の発会式で「優勝」と
いう目標を掲げました。春の南長野篠ノ井
大会予選突破。５月のカルチェ杯ダ－クホ－ス大会準優勝。６月の通明大会では念願の優勝、
南長野篠ノ井大会３位決定戦では、粘り強いプレ－が光り、坂城ガッツに勝利。７月の長野
市大会では３回戦進出ベスト 16。夏の篠ノ井大会では、Ａ・Ｂチ-ムともに準優勝と悔しさが
残りましたが、秋の通明大会では、その思いをぶっつけ、決勝戦ではこれ以上ない緊張感の
ある試合で１点差を守り抜き見事、春秋連覇を果たしました。強豪チ-ムに屈しない強い気持
ちで試合に臨んだ選手たち。これまでの試合経験を生かし、自分たちで考えてプレ－する場
面が沢山見られました。11 月のカルチェ杯（安茂里チーム等参加）で、チームのエ-ス池尻君
がノ－ヒット・ノ－ランを達成し、３位の好結果を収めました。１年間の大会数は 18 大会。
Ａチーム 38 試合中 23 勝 15 敗で勝率６割を超えました。Ｂチームは８試合中３勝５敗で勝率
4 割弱。今年は、夏合宿は会区で、冬合宿は御幣川区で実施しました。1 年間、暑さ寒さにめ
げず皆さんよくがんばりました。来年度もけがには気をつけて野球を楽しんでください。皆
さんの活躍に期待したいと思います。

☆☆お知らせ☆☆
１

３月の御幣川区資源回収は３月１６日（日）です。
ご協力お願いいたします。区の施設設備等の大事な財源として活用させていただいてい
ます。（アルミ缶、新聞、雑誌、ダンボ－ル、牛乳パック）

２ みんなで「御幣川区おはよう！ラジオ体操」をやりましょう！
～健康で元気なまちづくりを目指して～
○ 日時： ４月５日（土）～１０月２６日（日）までの土・日曜日（雨天の日は中止）、
６時３０分～６時４５分、都合がつく日に参加しましょう。
○ 場所： 幣川神社
○参加対象：区民全員（ＰＴＡから子ども達も参加したいとのことです）
○ 目的： 「心と体の健康増進」と「区民のさわやかなふれあいの場」として行う

３

みんなで力を合わせて除雪をやりましょう。
子ども達が安全に通学できるよう、ご自宅前道路の除雪をお願いします。
「塩カルの使用を希望する場

合」「雪の搬出にダンプトラック貸し出しを希望する場合」は常会長さん又は区四役にご連絡ください。
＊新設の「ダンプトラック等使用貸借制度」：市が運転手付きで２トン車２台を無償で貸し出し、雪の積み込みは住
民が行う制度で作業中の事故に対応するため、保険は市で加入します。申し込みは「区、自治会など市民の団体
及び法人（個人は除く）に限る」ということで,利用を希望する場合は常会長→区長にご連絡ください。

