
PTA 愛の一声運動

明るいあいさつ、あふれる笑顔、

大きな声で私から

                        

６月の主な行事予定
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「御幣川区 安全・安心を考える日」（火の用心巡回等）

第４回協議員会（19時～公民館２階大広間）

年齢無制限野球大会（篠ノ井公民館主催）

福寿会 児童遊園地・地蔵公園除草作業（１・２・３・10常会、役員）

御幣川区都市排水対策委員会（19時～公民館２階大広間）

第１回育成会役員会（19時～公民館２階大広間）

第 31回御幣川区自主防災訓練（一時（隣組）集合場所には、

全区民のご参集をお願いします）

ＰＴＡ地区集会（講演会）（19時～公民館２階大広間）

人権教育推進協議会篠ノ井中央支部研修会（公民館２階大広間）

御幣川区資源回収

２０日までに「福祉台帳」提出（各家庭⇒隣組長）

篠ノ井中央地区球技退会（400 歳野球・バレ―・ソフトバレ―）

☆ 「御幣川区おはよう！ラジオ体操」４月５日(土)～10 月 26 日（日）（土曜日・日曜日の

朝６時 30分～45 分 幣川神社で行っています。

☆☆ 公民館に冷蔵庫を新設！
５月 23 日（金）公民館に３００Ｌ（冷蔵室 216Ｌ・冷凍室 84Ｌ）・省エネ

達成率 132％・年間消費電力量 400ｋＷｈ／年間）冷蔵庫を設置しました。毎

年要望がありましたが、ふれあい会食、防災訓練、育成会、ＰＴＡの安全安心

な調理活動等にご活用いただきたいと思います。

☆☆公民館のルームクーラー使用料金を無料化！
第２回協議員会で今年度、ルームク―ラ―使用（６月１日～９月 30日）の料金を無料にし

ました。従来は、「基本料金：１時間 200 円、100 円の追加で 30分延長」で使用し、年間の使

用料金収入が年約 15,000 円位でありました。今年度、各団体への助成金を 10％減額していた

だきましたことに配慮し区全体で支出することにしました。節電

と使用後の消し忘れのないようくれぐれもご留意願います。

☆☆清野篠ノ井停車場線の舗装完了！
13 常会の伝田清様宅横の道路７５mにわたり舗装工事が行われ

安全できれいな道路になりました。

☆☆市道愛護活動スタート！

～大払い堰のつる草除草～

５月 22 日、汗びっしょり！お疲れさまでした。                        
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☆☆小伊藤駿君の作品が採用されました！

～交通安全を呼びかける看板～
「長野南ロータリークラブ」が児童の交通安全支援事業の一

環として、交通安全を呼びかける看板のデザインを募集し、集

まった１１２点の中から、小伊藤駿君（13常会）の作品が見事、

採用されました。５月９日（金）、中嶋君忠・ロータリー財団委

員長から賞状と記念品が手渡されました。作品は「あぶない！！

横断歩道をわたろう」のメッセ―ジと横断歩道を渡らずに車に

はねられそうになる子どもの姿が描かれています。看板は 100枚、通明小学校に寄贈され篠

ノ井地区内に取り付けられ、歩行者と運転者の交通安全啓発に役立てられます。小伊藤くん

は「事故が起きないように役立てばうれしい」と話していました。

☆☆交通安全協会からのお願い！交通安全協会支部長 宮入孝一（１常会）

昨年長野南警察署管内の交通事故による死者は三人増の八人、さらに件数、負傷者数も増

加しています。最近は車だけではなく、自転車による事故も問題になるなど、危険度は増し

ている状況にあります。三月後半に、幣川神社で育成会・ＰＴＡ主催による小学生対象の交

通安全教室が開催されましたが、地域の多くの子どもが参加し、大人が直接指導する機会は

非常に大切なことであると感じました。また、春の交通安全運動では、街頭活動にて「子ど

もと高齢者の交通事故防止」を基本に徹底を図りました。交通事故のない安心・安全地域づ

くりはすべて人に頼るのではなく、住民一人一人がルールを守りゆずり合う精神が大切です。

今後とも、交通安全協会の活動にご理解・ご協力をお願い致します。

☆☆平成 26 年度自主消防隊員に委嘱状！
４月２５日（金）、公民館前で自主消防隊員によるポンプ点検

を行った後、総会を開催し、自主消防隊員の委嘱を行いました。

塩入隊長をはじめ隊員の皆さん、御幣川区の安全安心のためにご

指導よろしくお願いします。隊員は以下のとおりです。（）内は常会

隊長：塩入敏文（５） 分隊長：横山修二（９）・中島 晴男（９）

隊員：倉石幹男（１）、中村公昭（１）、橋詰祐司（１）、丸山俊巳（１）、唐木清行（２）

宮入一郎（３）、中島英規（４）、木内秀幸（６）、小林俊昭（７）、寺沢英雄（７）太田厚（10）、

下條一重（11）、鈴木武則（12）、矢沢泰彦（12）、小澤豊（13）、望月茂男（13）、松井政通（13）

☆２トン車 14 台！～側溝清掃を終えて～ 環境美化庶務会計 片桐栄治（４常会）

４月２９日（火）御幣川区側溝清掃が実施された。前

日の西日本の天気は雨。当日はもしかしたら雨になるの

ではと心配されたが、暑くもなく寒くもない曇り空に恵

まれた。早朝６時前から「おはようございます。ご苦労

様です」気持ちの良い挨拶が交わされた。側溝の蓋開け

に渾身の力をふりしぼる。腰が悲鳴をあげる泥あげ。ど

なたも皆さん一所懸命。その苦労した甲斐あって積もり

積もった汚泥も見事に片づけられた。側溝清掃終了と同時に「お疲れ様、ありがとうござい

ました」実に気持ちの良い挨拶。清々しい皆さんの満足の笑顔が印象的だった。翻って自分

は日々の行い思考が綺麗ではなくゴミを撒き散らすことはなかっただろうか？美しい街並み

は美しい人が暮らしているから保たれるのだと思う。美しい街に住む相応しい人になれるよ

う、心に溜った不純な誤った考えを一掃する日々反省するという清掃作業を課さなければと

思うのであった。



☆☆防災訓練に参加してＡＥＤを使えるようにしましょう☆☆
                         大切な命を守る ＡＥＤ（自動体外式除細動器）

平成26年度 御幣川区自主防災訓練進行予定表

実施日 平成26年6月8日(日)

次第 時刻 内容 分担他 備考

1. 準備  8:00～10:00 放送器具設置・プラカード 区四役、消防隊三役、 鍵 石灰 大ハンマー

防災旗・指揮台設置 正副協議員会長 スコップ 延長コード

ライン引き 他 土袋 防災旗

2. 避難勧告告知   12:25 スタンバイ 篠ノ井市民会館南 区四役、消防隊三役、

正副協議長

・放送申請書

訓練   12:30: ・「事前広報文」防災行政無線使用 ｱﾅｳﾝｽ 消防隊長 (消防署)

  12:40: ・「状況広報文」事前伝達 ｱﾅｳﾝｽ 協議員会長 ・防災行政無線の鍵

  12:50 ・一時(隣組)集合場所に集合 全区民 ・広報文

3. 規律訓練 1:10 ・正副常会長・区四役、他参加 消防団員による指導

4. 待機完了 1:25 御幣川児童遊園地 交通安全協会員誘導

5. 集合・整列 1:25 各常会・消防隊員整列、点呼情報報告 常会長→避難所担当員→ 来賓・参加人員確認

(各種団体参加者も所属常会に整列) →副区長 (総務・会計)

6. 開会行事  1:30～1:50 号令(消防隊長)  進行(総務) 進行 総務

①開会 防災指導員

②人員報告・情報収集報告 副区長⇒防災会長(区長) 情報カード回収

現在避難人員  名 、負傷者 名

(６常会、９常会、１常会)

③会長挨拶 自主防災会長(区長）

④来賓挨拶 篠ノ井消防署長

⑤講師・来賓紹介 会計

⑥日程説明 副区長・会計

⑦閉会 消防隊長

公民館へ移動 交通安全協会員誘導

7. 救護訓練  2:00～3:30 篠ノ井消防署員による指導 (3班に分かれ交替) 各種団体参加者は、

・人工呼吸・心臓マッサージ訓練 1～4常会 所属常会で参加

・AED操作訓練 5～8常会

9～13常会

8. 消防隊訓練 放水訓練、土嚢作り訓練 消防隊により実施 地蔵公園他

9. 炊き出し訓練  10:00～4:30 炊き出し準備、実施 日赤奉仕団 (公民館)

10 公民館・中央  3:40～ ・公民館消防計画について 公民館長

   集会所総合訓練 ・中央集会所消防計画について 中央集会所庶務

・篠ノ井消防署員による映画と 篠ノ井消防署員 消防署で準備

指導 ・プロジェクター・スクリーン

11. 反省会 ５：００～６：００



☆☆福寿会の皆さん、いつもありがとうございます！～除草清掃作業～

５月７日（水）午前６時前から約１時

間、26 名（今回は８・９・11・12・13

常会・４役員）が参加して県道新町線の

除草清掃作業を行っていただきました。

きれいになった道路と満開の花水木を見

上げ、爽快感にひたり心癒されました。

福寿会の皆様の活動は御幣川区地域コミ

ュニテイの模範であるとあらためて感謝

の気持ちで一杯になりました。６月５日

(木)早朝にも児童遊園地・地蔵公園の除

草作業をやっていただけるそうです。区

民の皆様、福寿会の皆様の後姿に学び区の活動に積極的に参加しましょう。

☆☆お知らせ☆☆

１ 区資源回収は６月１５日（日）です。ご協力お願いいたします。

上記の期日に限らず、直接、(株)宝資源にも持込み可、「御幣川区ですと言って」お出しください。

２ 研修講演会「親の背を見て子は育つ」にご参集ください！
６月 14日（土）、午後５時 30分～６時 30 分、御幣川公民館において人権教育推進

協議会中央支部主催の講演会が開催されます。講師は大内徹先生（長野市人権同和政

策課指導主事）です。大勢の皆様にご聴講いただきたいと思います。

３ 公民館講演会「特殊詐欺にあわないための講座」開催します！
  ７月６日（日）午後３時～（１時間程度）、御幣川公民館２階大広間にて

   実際の詐欺の場面をドラマ（寸劇）として見て、一緒に学びましょう！(詳細回覧)

４ アメリカシロヒトリの早期発見・早期駆除・防除を！
緑の大敵、アメリカシロヒトリの第 1 期目の発生時期になりました。この時期の防

除が以後の発生を減らす上で非常に重要です。5 月下旬～6月中旬を目安に、家の周り

の発生状況に応じて防除に取り組みましょう。駆除は捕殺、農薬(一般的に販売されて

いる殺虫剤) を用いることで可能です。自分が管理する被害樹木は責任を持って防除

に努め、地域ぐるみで緑を守りましょう。

５ 蛍光反射タスキをかけましょう！夜間の安全・安心対策！
夜間に車にはねられた人のほとんどが、夜光反射材をつけていないそうです。

６ ごみ分別にご留意願います！ 環境美化推進員さんが苦労しています！

① 可燃ごみに資源物が混入していないかどうか。

② プラ指定袋の中に、「汚れを落としていないプラスチック製容器包装」、「可燃物」、「プ

ラスチックの商品」が入っていないかどうか。

③ ごみの分け方・出し方のル-ルは守られているかどうか。

・有料化制度のル-ル（手数料納付済みシ-ル、粗大ごみシ-ルの貼付など）

・剪定枝葉の出し方（旧指定袋不可、生ごみなど非対象物の混入）

・スプレー缶の出し方（中身を使い切る・穴を開ける・缶の日に出す）

・ライター（ガスを抜いて不燃ごみとして出す）・ 生ごみ（水切りの徹底、自家処理の推進）


