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
第２０９号発行
長野市篠ノ井御幣川区
平成２６年１０月１日
世帯数 1016 世帯(H26.９.１)

１０月の主な行事予定
１０月１日（水）
２日（木）
４日（土）
１０日（金）
１３日（月）
１５日（水）
１６日（木）
１９日（日）
１９日（日）
１９日（日）

「御幣川区 安全・安心を考える日」（火の用心巡回等）
「市道 東田沢通明小線道路改良事業」説明会（19 時 公民館２階）
第６回協議員会（19 時 公民館２階）
平成 27 年八日堂初縁日大祭幹事会
第 48 回市民運動会（８時 篠ノ井西小学校）
篠ノ井中央人権同和教育 四者懇談会（18 時 30 分 公民館２階）
育成会講演会（19 時～21 時 公民館２階）
秋葉社例大祭（15 時 公民館）
秋のごみゼロ運動
第 21 回篠ノ井住民福祉バザ―（９時～11 時 30 分・通明小体育館）

「御幣川区おはよう！ラジオ体操」４月５日(土)～10 月 26（日）土・日曜日の朝６時 30 分～45 分 幣川神社！

☆☆「篠ノ井中２０１号線」（１２常会）
舗装工事完了！
12 常会より「砂利や水が溜まってはねたり、通行上
も危険である」と長年にわたり要望が出ておりました篠
ノ井中 201 号線の長橋商会様南側道路（砂利道）の舗装
工事が行われ９月５日完了しました。
近隣の皆様にはご
協力いただきありがとうございました。

☆☆市道東田沢通明小線道路（１常会）
改良事業説明会を開催します！
長年にわたり「未舗装で通行が困難、水溜まりがで
きるなど」と要望しておりました東田沢通明小線の改良
工事に伴い、測量作業が７月初旬に行われました。
つきましては、説明会を１０月２日（木）午後７時よ
り御幣川公民館にて行いますのでご参加ください。

☆☆篠ノ井南 291 号線・292 号線（１０常会）修復工事完了！
１０常会より要望が出されていました田川様宅前と小林正登様宅前の道路が陥没し凹凸
があり水溜り・凍結など危険な状態でありましたが修復工事が行われました。

☆☆13 常会、辰巳新道横断のグレ-チング補修・オートサービス
若林宅北側の道路補修完了！
＊＊＊尚、緊急を要する補修要望は区長 中村まで随時ご連絡ください。＊＊：

☆☆御幣川区の世帯数１０１６戸！～平成 26 年９月１日現在で調査～
（注）住居と事業所を併用の場合、
「一般世帯」として１カウントとし、
（ ）は昨年同期の数です。

常 会
１常会
２常会
３常会
４常会
５常会
６常会
７常会
８常会
９常会
10 常会
11 常会
12 常会
13 常会
合 計

隣組数
７
５
３
１２
９
１２
７
６
５
５
７
11
５
９４

一般世帯
事業所
５９(59)
８(９）
４１(44）
２(２）
２４(24）
１(１）
８０(82)
５(５）
１０３(101）
４(４）
９７(93）
０(０）
３５(34）
２２(22）
４８(53）
３(３）
６２(63）
３(４）
７０(66）
０(０）
７９(81）
３(３）
１４２(144） １６(15）
８９(87）
２０(20)
９２９(931)
８７(88)

合 計
６７(68）
４３(46）
２５(25）
８５(87）
１０７(105）
９７(93）
５７(56）
５１(56）
６５(67）
７０(66）
８２(84）
１５８(159）
１０９(107）
１,０１６(1,019)

☆秋晴れのさわやかな青空！少年野球通学区大会に参加して
今年の通学区大会は、チ-ムとして
の人数が少ない中、合同でチーム編
成し、６年・５年・４年生以下のチ
ームに分け試合を行いました。
小伊藤 駿くん（６年・13 常会）
９月 13 日（土）、横田グランドで
各３チームに分かれ、会・御幣川対
横田・唐臼・高田の対戦が行われま
した。ぼくは、今までに味わった事
のない位、緊張していて、ファース
トを守っていた時、体がかたく、大
きな声が出せず、エラ―をしてしま
いました。ピッチングでは、ストラ
イクがいっぱい決まり、簡単におさえる事が出来ました。試合は、ぜっ対、勝ちたいと思っ
ていたのに、３チーム全て負けてしまい、くやしかったです。この気持ちを忘れずに練習に
はげみたいです。役員の皆さん、応えんありがとうございました。
窪田 壮くん（５年・９常会）
９月 13 日（土）に通学区大会がありました。参加チームは２チ-ムでした。ぼくが入って
いる「会エースおんべ川」チームと「横田・唐臼・高田」の合同チームでした。各チームが
６年生中心のＡ、４年生以下のＣ、その間のＢチームに分かれました。それぞれ一試合ずつ
やりました。ぼくはＢチームの６番レフトでした。相手チームはバッテイングがうまくガン
ガンヒットを打たれてしまいました。それにたいしてぼくたちは、あまりヒットが打てませ
んでした。悔しかったのでもっともっと練習して強くなりたいです。
唐木智矢くん（４年・２常会）
９月 13 日（土）に通学区大会がありました。ぼくは、４年以下のＣチームで出ました。ぼ
くはショ－トを守りました。ボールが来るかドキドキしました。ボールは来なかったけど、
大きな声を出して守れました。チームは負けてしまいましたが、とても楽しい試合でした。
来年は、ぼくも活やくして勝ちたいです。

☆☆長寿を祝って賑やかに敬老会開催！！

公民館文化部長 黒岩修一

９月１５日（月）、御幣川区公民館において長寿を祝って敬老会が行われました。今年も大
勢の方に参加していただきありがとうございました。余興の部ではプログラムを追加し、更
に楽しんでいただけるよう企画しました。和やかなひとときの中、PTA の子どもたちによる
歌と作文をはじめ、育成会による子ども神楽太鼓、舞踊、詩吟、大正琴、雅楽、そしてバリ
トン独唱で大いに盛り上がりました。これからも健康に気をつけていただいて元気で若々し
く御幣川区の発展にお力添えをお願いいたします。
＜作文発表より＞ 私のおじいちゃんとおばあちゃん

松崎成美（6 年・11 常会 ）

私には 81 歳のおばあちゃんと 82 歳のおじいちゃんがいます。おじいちゃんとおばあちゃ
んは、毎年スイカや玉ねぎなどたくさん野菜を育てているのでよく私の家に分けてくれてい
ます。おじいちゃんとおばあちゃんの作る野菜は新鮮でとてもおいしいです。ところが、３
年前、おばあちゃんが 78 歳のころ、おばあちゃんの頭に動みゃくりゅうができてしまい、手
術しました。おばあちゃんが入院したと聞いた時は、
「もしかしたらおばあちゃんが死んじゃ
うかも。」と思って怖くなりました。今まで毎年野菜をくれて、会いに行く度に笑顔でむかえ
てくれたおばあちゃんが死んでしまうかもと思ってとても不安になりました。そして、おば
あちゃんの手術は成功。とてもほっとしました。元気になったおばあちゃんを見たらとって
もうれしくなりました。おばあちゃんとおじいちゃん、これからも長生きしてほしいです。
おんべ川のおじいさん、おばあさん、いつまでも元気で長生きしてください。

☆宮本寛吾（１常会）さん、スズムシをありがとうございました！
＜盆踊り大会の会場でいただいたスズムシの秋～冬～春の対応＞

①オスが早目にいなくなりメスが残るが、全部いなくなったら羽根
等をきれいにかたづける。
②冬場は押入れ等に置き、凍みないようにする。
③５月末～６月に表面に霧吹きで数日毎にしめり気を与える。
但し、余りやり過ぎるとタマゴがカビてしまうので注意する。
今の時期は、①土の表面を時々霧吹きでしめらせる②煮干は切らさないで与える③エサはヨウジにさして土から離してやる。

☆☆お知らせ☆☆
１ 御幣川区の表彰候補者推薦のお願い
御幣川区では、「御幣川区表彰規定」により区の振興に貢献さ
れた方や多くの方々の模範となるような方を表彰させていただ
いています。つきましては、表彰候補者として推薦したい方を区
長 中村まで、電話（TEL 293-5008）等でご連絡いただけば、推薦用紙をお渡しします。
尚、被表彰者は表彰審査会（協議員会）の意見を聴いて決定いたします。
１ 推薦期限
平成２６年１１月３０日（日）まで
２ 表彰審査会
平成２６年１２月６日（土）
３ 表彰日
平成２７年１月２日（金）新年おめでとう会
☆☆御幣川区表彰規程☆☆
（目的）
第一条 この規程は、区長が行う表彰について必要な事項を定めることを目的とする。
（表彰の種類及び規準）
第二条 個人または団体で次の各号の一に該当するものには、表彰状を交付して表彰する。
（１）自己の危険を顧みず人命を救助したもの
（２）特にすぐれた善行があって他の模範であるもの
（３）区の振興発展に顕著な功績があったもの
（４）社会福祉の増進に顕著な功績があったもの
第三条 個人または団体で、前条の各号の一に準ずる功績のあったものには、賞状を交付
して表彰することができる。
第四条 個人または団体で、区の行政に協力し、著しい功績があったものには、感謝状を
交付して表彰することができる。
（交付金品）
第五条 表彰は、表彰状、賞状、および感謝状を交付するほか、金品を併せ交付して行う
ことができる。
（表彰期日）
第六条 表彰は、毎年一月二日に行う。ただし特に必要があるときは、臨時に行うことが
ある。
（表彰者の選考）
第七条 この規程により表彰を受けるものは、別に定める表彰審査会の意見を聴いて区長
が決定するものとする。
付則
この規程は平成四年八月八日から施行する。

２ 第 48 回市民運動会１０月１３日（祝）8 時～
集合競争（テイッシュボックス進呈）にも積極的に参加しましょう！
３ 区資源回収は１０月５日（日）です。ご協力お願いいたします。

