
                        

７月の主な行事予定

７月１日（火）

４日（金）

５日（土）

６日（日）

   １２日（土）

      １２日（土）

２０日 (日)

２６日（土）

２７日（日）

28 日～8月 6日（土・日除）

「御幣川区 安全・安心を考える日」（火の用心巡回等）

福寿会「体力作りの日」（９時～12時 通明公園グランド）

篠ノ井合戦まつり打合せ会（19時～公民館２階大広間）

公民館講演会「特殊詐欺にあわないための講座」開催

  （15 時～16 時 30 分 公民館２階大広間）

第４回ふれあい会食（福祉委員会）

第５回協議員会（19時～公民館２階大会議室）

第４回公民館役員全体会議（19時～公民館２階大広間）

第４４回篠ノ井合戦まつり

（13 時～16 時 30 分 子供みこし・18 時 30 分～21時びんずる踊り）

御幣川区資源回収

ＰＴＡラジオ体操（幣川神社・地蔵公園・長野俊英高校）

☆ 「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。

☆御幣川区に防犯功労者表彰!!
―長野南防犯協会連合会―

５月 28日（水）、長野南防犯協会連合会の定期

総会の席上、御幣川区の多年にわたる積極的な自

主防犯活動が評価され、功労者表彰をいただきま

した。これを大きな自信としきっかけとして、

益々、安全で安心して暮らせる笑顔あふれる和の

街づくりを推進してまいりましょう。尚、記念品

として大額をいただきました。

☆☆“命を救いましょう”ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置しました！！
県共同募金会の補助金と御幣川区８常会の飯塚康彦さ

ん・飯塚三恵子さん・木村薫さん・松尾宏一さんの医師４人

の寄付金をいただき AEDを購入しました。６月１日（日）、「御

幣川区安全安心を考える日」にあたり、協議員会にて購入記

念の講演会を行い、寄付をいただいた県厚生連篠ノ井総合病

院・名誉院長の松尾宏一さんから突然死とＡＥＤについてお

話いただきました。講演では「心臓異常の場合は早い処置が

肝心で、ＡＥＤを使うことで一つの命が救えるチャンスが増える」と強調されました。ＡＥ

Ｄは、区長宅（２９３-５００８）で保管していますので行事の際は、会場に持ち込んでいた

だくようお願いします。

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
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☆☆自主防災訓練に参加して！     協議員会長 岡田光夫

自分たちの地域は自分たちで守りましょう。６月８日（日）

晴天 12 時 50 分各常会一時集合場所に集まり、御幣川児童遊

園地に 212 名の区民が整然と整列し、午後 1 時 30分に塩入自

主消防隊長の号令と共に訓練が開始されました。

公園では、規律訓練・人員点呼・災害報告・消防隊訓練、

公民館に移動し、消防署員の指導のもと人工呼吸訓練・ＡＥ

Ｄ訓練・公民館と中央集会所総合訓練・啓発映画を鑑賞しま

した。ＡＥＤ訓練では全員が実際に機器に触れ、電源を入れ

訓練会場の草刈（福寿会の皆さん）れば後はＡＥＤが何をすべきが音声で指示してくれることが

初めて解りました。この訓練を通じて、私たちは向こう三軒両隣の力で自分たちの地域は自

分たちで守るを基本に、大規模災害に備えなければいけない気持を強く持ちました。

☆御幣川区ＰＴＡ地区集会を開催！ ＰＴＡ校外指導部 原弥生（12 常会）

6 月 13 日（金）御幣川区公民館にて平

成 26年度御幣川区地区集会を開催いたし

ました。通明小学校、篠ノ井東中学校より

それぞれ講師として永田寛尚先生、茂手木

壽朗先生をお招きし子供たちの学校での

様子や生徒指導の現状などをお話いただ

きました。

地域からは区長をはじめ沢山の方々に

ご参加いただき、日頃の子供たちの様子を

知っていただくいい機会となり、大変実のある地区集会となりました。ご協力いただき

ました皆様本当にありがとうございました。

☆ 講演「親の背を見て子は育つ」を聴く！篠ノ井地区人権教育推進協議会

６月 14日（土）篠ノ井中央地区の人権教育推進

協議会役員・区長・区役員・公民館役員・ＰＴＡ

役員など５０名が参加し、御幣川公民館で研修

会・総会が開催されました。市人権同和政策課 大

内徹指導主事の「親の背を見て子は育つ」と題し

ての講演では、人権とは「命を大切にすること」「み

んなと仲良くすること」、そのために「人に、悲し

み、苦しみ、切ない思いを与えない」、「よさやち

がい・個性を認め、尊重する態度、相手への敬意」

など、自らの体験を基に具体的にお話をいただき

ました。

参加者アンケートでは「子供には心の栄養になる言葉を！聞かせたい」「自分の言動を今ま

で以上に注意していこうと思った」など感想をいただきました。



☆☆蘇る「お稲荷さん」に！！      氏子総代会長 須坂恒雄

６月 14日（土）氏子総代は何年ぶりかの「お稲荷さん」の

大掃除をしました。建物自体の老朽化も明らかですが、内陣

の荒れようは目にあまる状況で、そのうえ埃りにまみれ手の

つけようのない状況でした。破れた提灯・太鼓・色あせた幕

などの整理、お稲荷さんの使番の「おこんこさん」（白狐）を

始め賽銭箱など一つ一つ拭き清めました。内陣に緑の風が吹

き抜けていきました。

お稲荷さんは、幣川神社の向かって左奥にあり赤い鳥居が

特徴です。社名は「正一位佃（つくだ）稲荷大明神」といい、元は五常会の佃地籍（通明図

書館北側）にあったものを明治 4１年に現在地に移転され、大正５年に現在の社が建築されま

した。同時に当時仮宮だった養蚕大神が合祀されており、深い信仰を得て「初午」や「八十

八夜」の祭りを始め「稲荷講」も設けられて盛大な祭りが行われておりました。あらためて、

先人が築いてきた文化を大切に育てて行くために皆のご理解ご協力をお願いしたいものです。

☆☆見事！２年連続優勝！！☆☆篠ノ井地区年齢無制限野球大会

球友会会長 井出廣仁

６月１日（日）第 32 回篠ノ井地区年齢無制限野球大会が開催され、御幣川チ-ムも 18 歳代

～40歳代中心のチ-ムで参加しました。１回戦は東横田チ-ム先攻で始まり初回から４回まで

無得点に抑え、御幣川チ-ムは１・３回と打線の活躍で大量得点し規定によりコ-ルドゲ-ムの

勝利。２回戦は五明と対戦、五明先攻で始まり、初回より息詰まる試合展開で進み、４回五

明が投手交代後、長短打が続き、４回規定によりコ-ルドゲ-ムの勝利。昨年に続き今年も優

勝。又多くの方々の応援ありがとうございました。

球友会員（順不同・敬称略）

井出廣仁（会長）・関谷譲（副会長）・内山朋男（副会長）・中沢一志（副会長）・望月茂男（会計）・

大澤努（事務局長）・秋山捷・古川武・中島英規・丸山光一・萩原淳・飯島昭男・丑山茂・中島宏治・

高橋雅彦・春日隆・村田浩一・長瀬泰次・中村公昭・滝澤正志・吉岡好彦・山田浩毅・宮入一徳・

山川博之・北山一夫・箱山昌志・穂苅紀章・丸山隆之・小林靖弘・内山皓平・望月崇司・春日竜太

郎・金児泰佑・河合雅貴

☆☆交通安全を願い！白線引き
～交通安全協会御幣川支部～

５月 31日午前６時、交通安全協会の役員４名（宮入孝一さ

ん・北村直人さん・北谷道昌さん・久保田実さん）が御幣川区

内の一時停止の白線をきれいに引き直してくださいました。お

疲れさまでした。交通安全協会の皆さんの心のこもった行動に

応えるべく交通ル―ルを守り事故の無いよう注意しましょう。



☆春のごみゼロ運動に参加して！      神山喜男（４常会長）

私たち４常会は御幣川五差路の近辺を中心に大人１４名、子ども１名の参加者で行いまし

た。ひと月前の側溝清掃の折に合わせて周辺の清掃も行っていることもあり、主要の道路の

ゴミは比較的少なかったように思います。しかし、少し裏に入った道や植え込みの根元等に

は風に飛ばされて来たようなゴミが目立ちました。そのような中で相変わらず目に付くのは

タバコの吸い殻でした。煙草を吸う人の最低のマナ―として吸い殻の処理はキチンとしてほ

しいと思います。

○区全体    （本）   （本）  （本）  （㎏）  （㎏）

区 分 空き缶 空きビン ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 可燃物 不燃物

２２年 春 １１４ ２６ ７９ ２５ ２２

〃 年 秋 １５７ １９ ８８ ３３ １０

２３年 春 １２４ ２９ ５６ ２９ ４７

〃 年 秋 １２０ ２２ ４７ ３４ １４

２４年 春 １７５ ２２ ５８ ２８ １０

〃 年 秋 ８８ ２５ ４１ １６ １５

２５年 春 １１０ ３７ ５８ ２２ １６

〃 年 秋 ９３ １１ ５１ ２３ ９

２６年 春 １３８ １３ ３２ ２２ ２８

まだまだです！“心癒される美しい御幣川区”めざして、毎日が「ゴミゼロの日」「道路

愛護の日」の精神で、みんなでもう一息がんばりましょう！よろしくお願いします。

  ☆☆お知らせ☆☆

１ 通学路のカラ-舗装（グリ-ン

ベルト）工事を実施します！
通学路の安全対策として、６常会より要望

をいただいておりました中島嘉人宅南側

（７常会）～垣本正幸宅西側（５常会）の

カラ－舗装工事を７月７日～７月 25日（内６日間ほど）に行います。工事期間中、片側

交互通行になります。ご協力をお願いします。

２ 東田沢通明小線道路改良事業に伴い測量を実施します！
御幣川区として長野市に長年にわたり要望しております東田沢通明小線（未舗装で通行

が困難、水溜まりができるなど）の改良工事に伴い、測量作業を実施いたします。

実施期間は、平成26年６月30日～平成26年７月11日頃ですのでご承知おきください。

３ 公民館の冷蔵庫使用についてのお願い！
冷蔵庫の使用は、行事の前日からとし行事が終了したら持ち帰るようお願いします。

行事前日、冷蔵庫に保管する場合は必ず団体名を明記するようお願いします。

尚、調味料の長期保管は可とし、その場合必ず団体名を明記するようお願いします。

４ 上中堰の青刈り等による停水について！
上中堰全線にわたり、第 1回青刈り等による停水（平成 26年７月 12日（土）午後 1時

～平成 26年７月 13日（日）午後 4時）・第２回青刈り等による停水（平成 26年８月 23

日（土）午後 1時～平成 26年８月 24日（日）午後 4時）になります。


