PTA 愛の一声運動

明るいあいさつ、あふれる笑顔、
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平成２７年３月１日
世帯数 1019 世帯(H27.1.1)

「御幣川区 安全・安心を考える日」（火の用心巡回等）
公民館運営審議委員会（19 時～公民館 2 階大会議室）
第 10 回ふれあい会食（11 時 30 分～公民館１階中会議室）
第 11 回協議員会（18 時 30 分～公民館 2 階大会議室）
環境美化推進員会（19 時～公民館１階中会議室）
御幣川区顧問会（17 時～公民館１階中会議室）
福寿会定期総会（10 時 30 分～公民館 2 階大会議室）
自主防災会ポンプ点検・総会（18 時 30 分～公民館１階中会議室）
公民館新旧役員合同会議（19 時～公民館 2 階大会議室）
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)
御幣川区資源回収

☆☆副区長２名（原則として男女各１名）に御幣川区規約を改正しました！
去る、２月７日（土）第 10 回協議員会におきまして、「区四役（区長・副区長・総務・
会計）⇒区四役（区長・副区長２名（原則として男女各１名）
・会計）とする」とし、従来の
「総務」の役割を副区長が担当するよう御幣川区規約を改正しました。平成２７年４月１日
より施行いたしますので、よろしくお願いいたします。

☆☆市道５０６号線（９常会～11 常会）側溝整備工事着工！！
２月下旬から３月中旬を完成目標として工事を行います。作
業時間は８時 30 分～17 時となります。施工中の道路は片側交
互通行（時間制限）となりますので十分注意してご通行くださ
い。日曜日、平日の夜間は、工事はお休みです。工事期間全般
を通して歩行者・自転車は交通誘導・現場員が誘導しますので
ご協力よろしくお願いします。

☆☆１常会の大払い堰南北道路再舗装工事がスタ―トします！
☆☆３月中にカーブミラ―設置辰巳新道鋭角道路路！
11 常会、12 常会より、要望が出ていました原憲一様宅前のミラ―
設置につきまして、地権者様のご承諾をいただき、国道に向かう車が
見えるようもう 1 面ミラ―を設置していただけることになりました。

☆☆宅地造成後の、常会編成にご意見を！！
現在、地蔵公園周辺の宅地造成が進んでおります。造成後の住宅
（３１戸）の常会編成（２常会又は 10 常会又はその他）につきま
して、３月７日（土）の協議員会で協議しますが、ご意見がござ
いましたら区長までお寄せください。

☆☆平成 27 年度ＰＴＡの新七役決まる！！

ＰＴＡ会長 近藤宏一

この度御幣川区のＰＴＡ会長を務めることとなりました、９常会の近藤宏一と申します。
前会長の倉石さんはじめ２６年度の役員の皆様につきましては、１年間お疲れ様でした。
私は、ＰＴＡ活動につきましては、妻が体調不良なこともあり、学級ＰＴＡや安心パトロ
―ルなどの学校のＰＴＡ活動をはじめ、地区の資源回収や交通安全当番などのＰＴＡ活動に
も、自らが参加してきたところですが、役員として活動するということは、できればさけた
いと考えていました。そんな中、この度、縁があって、会長という重い役目を担うこととな
りましたが、地区のＰＴＡの活動は、子どもたちが地域の中で学び、地域の中で人間関係を
築き、安心した生活を送るために重要な活動であると思います。そのような重要な活動を、
正直、前年度役員の皆さんのようにできるか不安なところでありますし、やっていく中では、
至らない点も多々起こるかと思いますが、役員一同、会員の皆様のご協力のもと、１年間、
精一杯活動をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
会長 近藤宏一（９常会）、副会長 金子美津子（10 常会）、会計 滝澤美子（３常会）、
理事 新井詩乃（13 常会）、理事 輿奈津（12 常会）理事 滝澤たつ美（13 常会）理事 竹内早苗（８常会）

☆「危険ドラッグについて」御幣川区

安全・安心を考える日」研修会！

２月１日（日）午後４時～５時 30 分、危険ド
ラッグについての研修会を公民館で開き区内外から
約６０人が参加しました。更生保護女性会の古川富子
さんの司会進行で、まず元保護司で薬物乱用防止教育
などに取り組んでいる長瀬協子さんが危険ドラッグ
や薬物乱用の現状について解説し、薬物やアルコ―ル
依存からの回復をめざすリハビリ施設「長野ダルク」
の竹内剛代表の話を聴きました。竹内さんは覚せい剤
依存で苦しんだ自身の経験を語り、「誰でも薬物依存
に陥る可能性がある。薬物を勧められたときに「ＮＯ」と言える理由を用意できることが大
事」
「各家庭や地域で薬物依存の怖さを子ども達にしっかりと伝えてほしい」と呼びかけまし
た。
「体験談を聴いて依存の苦しみや怖さが分かった。家でも話題にしたい」との声が大勢の
人からありました。

☆☆雪かき お疲れ様でした！～春よこい！～
“向こう三軒両隣”雪かき運動！の心を大事にしていきましょう！
この冬も雪かきがたいへんでした。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。雪の朝、御幣川区内を歩いたとき、きれいに雪がかいてある景色っ
て本当に気持ちがいいもので、“感動”と“感謝”“思いやり”と“人情”を心で感じること
ができました。雪かきを一生懸命やればやるほどに“おんべがわ”の語尾わ（和・輪・環・
話）が推進されるように思いました。

平成２６年度 御幣川区の主な活動（赤い文字は今年度新規です）
☆☆☆安全で安心して暮らせるまちづくり☆☆☆
①毎月１日「御幣川区 安全・安心を考える日」拍子木を使って区内巡視・研修会の実施②毎月１日
「ハット・ヒヤリ・交通事故・火災・犯罪被害・地震情報等」（交番・消防署よりの情報）配布③公
民館講演会「特殊詐欺にあわないための講座」開催④「御幣川区“向こう三軒両隣”雪かき運動」⑤
御幣川区に「防犯功労者表彰」⑥「福祉台帳」の更新⑦「蛍光反射タスキ」を役員・福寿会員等に配
布⑧交通安全の呼びかけ看板（小伊藤駿君の作品）設置⑨命を救う「AED」設置⑩公民館・北公民館
に背もたれ付き椅子 30 脚設置⑪公民館に「冷蔵庫」設置⑫公民館に「カラ―可能コピ―機」設置⑬
公民館のクーラー使用の無料化⑭公民館１階中会議室３２畳を新畳替⑮防犯灯５箇所（2・８・1０・
13 常会）に新設・４０灯を LED 化⑯５・６常会通学路のカラー舗装（グリーンベルト）⑰10・13 常
会水溜解消工事⑱大払い堰脇の南北道路舗装⑲13 常会辰巳新道の舗装・グレ―チング補修⑳篠ノ井
中 201 号線（12 常会）の舗装工事 21 第 31 回自主防災訓練（ＡＥＤ体験）22 災害時要援護者の具体
的体制づくり 23 秋葉社例大祭 24 排水路の改善改修・都市排水対策委員会開催 25ＰＴＡ交通安全教
室・街頭指導 26 自主消防隊ポンプ点検 27 年末特別警戒区内・常会内巡視 28 交通安協役員による白
線引 29 更生保護女性会講演会（危険ドラッグについて）30 東田沢通明小線舗装拡幅工事境界立会実
施 31 辰巳新道への鋭角道路出口にミラ―設置 32 市道 506 号線（９常会～11 常会）側溝整備工事

☆☆笑顔あふれる和のまちづくり☆☆
①「御幣川区便り」カラー印刷②表彰状・感謝状授与（６名）③「ふれあい会食」
（年 10 回）・
「お茶
のみサロン」
（80 名参加開催もあり）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（ス
ズムシ配布も）⑥人権同和教育研修会（「親の背を見て子は育つ」
「みんなの幸せを願う集い」
）⑦敬
老会（70 歳以上）⑧春季・秋季大祭・七五三祝・新嘗祭・越年祭⑨幣川神社稲荷社「鳥居・社内」改
修⑩御幣川商工振興会研修会（春・秋）⑪御幣川区文化祭⑫「人権の地域づくり」四者懇談会（通明
小・篠ノ井東小・篠ノ井東中参加）⑬篠ノ井合戦まつり参加⑭八日堂初縁日大祭⑮どんど焼き⑯常会
新年会⑰「祭事会規約」・「御幣川区規約（副区長を原則男女各１名）
」改正⑱思い出アルバム作成

☆☆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（春・秋）②区内一斉側溝清掃③幣
川神社の清掃活動（毎月 1 日・15 日氏子総代会）④市道・県道・大払い堰
の除草愛護活動⑤公園（通明遊園地・児童遊園地・地蔵公園等）の除草（福
寿会・ＰＴＡ・育成会・区）⑥資源回収（区・ＰＴＡ・育成会）⑦春・秋ご
みゼロ運動・河川一斉清掃⑧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」60 回実施②健康研修会（「健
康・長寿の豆知識」
・
「突然死とＡＥＤ」
・
「ロコモを知ってお元気
に！健康寿命を延ばそう」）③篠ノ井地区年齢無制限野球大会優
勝④中央地区球技大会女性バレーボ－ル優勝・ソフトバレ―優勝⑤篠ノ井地区球技大会女性バレーボ
－ル優勝・ソフトバレ―準優勝⑥福寿会「体力作りの日」開催⑦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②育成会講演会③人権教育研修会（講演
「親の背を見て子は育つ」）④ラジオ体操⑤育成会親子工作
教室（貯金箱・手作り鉛筆）⑥相撲大会⑦子どもお神楽の体
験⑧篠ノ井少年野球大会優勝⑨合戦まつり参加⑩「七五三
祝」⑪敬老会参加⑫少年野球卒団式⑬クリスマス会⑭活躍を
区だよりに満載⑮ボ-リング大会

☆☆少年野球をやって思うこと！少年野球卒団式２月 22 日開催☆☆
6 年 蒔田陸人くん（９常会）
僕が野球を始めたのは、２年生の終わりからでした。
お兄ちゃんの野球の試合を見に行ったときに、僕もやっ
てみたいなと思ったからです。最初は、キャッチボール
も出来なかったけれど練習を重ねていくうちに試合に
も出してもらえるようになりバッテイングは、なかなか
打てなくて滝澤監督や久保田コーチにバテイングフォ
ームを教えてもらい少しずつ打てるようになりました。
６年生になって僕がやりたかったサードを守ることが出来てうれしかったのですが、いざ守
ってみると、けっこう球がきたりして緊張と不安な気持ちでうまくまもれませんでした。で
も久保田コ―チの個人ノックで負けない気持ちとあきらめない心を教えてもらい、また、監
督には足の運び方やグロ―ブの使い方を教えてもらい、それを実践してみると強い打球や苦
手なショ－トバウンドも取れるようになって守備が楽しくなりました。その他にも野球のこ
とを監督に質問すると分かりやすくていねいに教えてもらいそのことを書いたノ―トは、今
でも僕の宝物です。これで卒団になりますが、５年生には、努力家の人が多いので長野市大
会優勝を目指してがんばってください。
ここまで、これたのは、監督、コ―チはじめ、お父さんお母さんのおかげだと思っていま
す。今まで本当にありがとうございました。
6 年 小伊藤駿くん（13 常会）
ぼくは、４年生の秋に野球を始めました。初めは、ルールや打ち方や取り方など、全然知
りませんでした。監督やコーチ、お父さん方に手とり足とり教えていただきました。まず、
フライのとり方を習いました。目の前でグロ―ブをかまえていたらボ―ルが見えないと注意
され、打ち方では、顔がそっぽを向いていると言われ、バットをにぎる手の関節をそろえろ
と教えていただきました。ル―ルは本を読んだりプロ野球の試合を見たりお父さんに教えて
もらいました。５年生になりピッチャ―の投げ方やスピ―ドを早くするコツを教えていただ
きました。この２年間で一番心に残った試合は、かむりき杯での二ツ柳戦です。ピッチャー
をやらせてもらい、バッテイングでは、センタ―とライトの間に打ち、その後皆が打って点
を取ったり取られたり接戦でした。前回、逆転負けしたので、絶対に勝ちたいと思っていま
した。篠ノ井大会同様くじ引きでしたが勝ててうれしかったです。今まで監督やコーチに教
えていただいた事を思い出して夢に向かって日々努力日々全力、日々感謝していきたいです。
最後になりますが、滝澤監督、久保田コーチ、お父さんお母さん方大変お世話になりまし
た。どうもありがとうございました。これからボーイズでピッチャ―になれるようにがんば
りたいと思います。後輩のみなさん、日々努力して団結し優勝目指してがんばってください。
6 年 内山照英くん（10 常会）
ぼくは、２年間野球をやって来ました。最初は全然できなくてル―ルもわかりませんでし
た。だけど練習をしてきて監督やコ―チなどに教えてもらいながらだんだん野球がおもしろ
くなってきました。６年生から試合に出さしてもらいレフトを守らしてもらいました。レフ
トでは来たボ―ルは絶対に捕ると思いながら守っていました。失敗したこともあったけど捕
れるときもあったので捕れたときはうれしかったです。土日の練習や試合のときには朝が早
いのにがんばってお弁当を作ってくれてありがとうございました。監督やコーチ一生けんめ
い教えてくださりありがとうございました。山岸さん、宮入さん、蒔田さん、小伊藤さん、
送りむかえなどしてくださってありがとうございました。この２年間はいい思い出でした。

☆☆☆お知らせ☆☆☆
３月の御幣川区資源回収は３月２９日（日）です。
今年度、最後の資源回収です。ご協力よろしくお願いします。

