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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「御幣川区 安全・安心を考える日」（火の用心巡回等）
お茶のみサロン（福祉委員会 午後２時～ 公民館）
人権同和教育集会所夏期研修会(18 時～中央集会所)
第 49 回区民運動会役員会(19 時～ 公民館)
自主消防隊ポンプ点検(18 時 30 分) 公民館)
育成会主催「親子陶芸教室」(9 時 30 分受付 公民館)
盆踊り練習(19 時～公民館)
盆踊り大会(幣川神社 19 時～21 時)
〃
(〃
19 時～21 時)
御幣川区資源回収
篠ノ井地区球技大会(バレーボール、ソフトバレー)

篠ノ井合戦祭り びんずる踊り

御幣川区連 元気・笑顔・連帯の輪 !

子供みこしも元気に区内・町内を巡行
区民総参加を理念に、老若男女が夏の暑い一日相集い、
祭りを通して連携を深め、ふれあいの場とする｢第 45
回篠ノ井合戦祭り」が 7 月 25 日(土)に盛大に行われま
した。夜のびんずる踊りに先立ち、午後 1 時からは御幣
川区「子供みこし」に 40 名が２基に分かれ区内を巡行
し、猛暑の中でしたが大きな声で「家内安全」「商売繁
盛」と練り歩きました。その後、３時から篠ノ井各地区
による子供みこしとともに駅前通りを巡行しまし
た。やや涼しくなった夜の７時からは、30 連 2000
名が参加したびんずる踊りに御幣川区連も揃いの
法被や T シャツで 200 名が参加し、笛とともにしゃ
もじを打ち鳴らし、また連の先頭には子供連と女性
連が「おんべがわ ソーレ」と元気よく声をかけな
がら踊りを楽しんでいました。当日は好天に恵まれ、
露天の店も多く、駅前通りは人ごみでごった返して
おり、浴衣姿の老若男女も多く見受けられました。
踊りの輪に多くの区民の皆さまが一体となって参加していただき、また、子供たちからも
元気をもらい、真夏の一夜を楽しむことができました。区民の皆さん大変お疲れ様でした。

極めて貴重な文化財「幣川神社」再確認
氏子総代会会長

須坂 恒雄

相原文哉先生(郷土史研究・長野市伝統環境審議会会長他)による「篠ノ井の古建築調査会」
一行５名による神社の調査が７月４日に行われました。調査は拝殿及び本殿を中心に行われ、
時間の都合で末社等は後日の調査となりました。先生方も立派な建築に接し感動され、説明
にも力が入り時間が予定を上回る結果になりました。この機会に、先生が特に注目されたも
のの中から一部を紹介し、区民の皆さまに機会をみてご鑑賞を頂きたいと思います。
1．屋根について
この時代、瓦屋根の社は珍しく、特に箱棟(屋根の最上部)の意匠は素晴らしい、巴の紋
章は八幡宮の証し、火災水難の願いが込められている。また両端の鯱(しゃち)も珍しく
貴重なものである。近くでは柳原神社（中御所）や長国寺(松代)に見られる程である。
１.彫刻について
立川流彫刻棟梁清水与作の作品は先生も高く評価されており、このような作品がここ御
幣川に存在することに驚かれていた。絶賛され説明に熱がこもり時を忘れるに至った。
○ ｢向拝」(ごはい)社殿入口の部分のことで、向拝柱の面
取りも正しく、その上の欄間の一対の龍の彫り物、両端の見
返獅子ともその大きさと出来栄えは素晴らしいものです。
○ 拝殿の正面、側面の彫刻は透かし彫りで、中心に波と
亀、隣に末と小鳥、側面には竹と梅が刻まれ、それぞれが阿
吽や左右の均等が保たれ作品の見事さと作者の意気込みが
海老虹梁と手挟の菊の籠彫
伝わってきます。
○ ｢手挟｣(たばさみ)拝殿入口正面の回廊の上、｢海老虹梁｣(えびこうりょう・曲がった
梁)の上に取り付いている彫り物で、菊の花を大胆に彫り上げている、｢籠彫り」(かごほ
り)の手法でこれだけの厚みのある作品は大変貴重なものであり、目に付かない所にある
ことがかえって重厚さを感じる逸品である。一度は是非ご覧いただきたいものである。

公民館からのお知らせ
大勢の皆さまのご参加をお願い致します。
・盆踊り大会
・日時 8 月１4 日（金）・15 日(土) 午後 7 時～９時
・場所 幣川神社
・第 49 回区民運動会
・期日 9 月 6 日（日）
・場所 通明小学校グランド
*詳細につきましては別途ご案内いたします。

平成２７年度小型ポンプ操法大会結果のご報告と御礼
長野市消防団篠ノ井第２分団 分団長 村田 浩一（6 常会）
篠ノ井第２分団はこの春、５年毎に出場します消防小型ポンプ操法大会の長野県大会（長
野市大会で上位６分団が次の長野協会大会へ進み、長野協会大会で優勝分団のみが県大会
へ進みます）への出場に向け、5 月 6 日から 7 月 12 日
まで、早朝 4 時 20 分から 6 時 20 分まで厳しい訓練に
励んできました。大会結果は、6 月 28 日開催の長野市
大会では準優勝（出場 13 分団）の成績で長野協会大会
への出場権利を獲得し、2 週間後の 7 月 12 日開催の長
野協会大会では第３位入賞（出場９分団）の好成績で
はありましたが、15 年越しの悲願であった県大会出場
は叶わず、これを以て大会に向けた訓練を終了しました。
出場にあたり、御幣川区はじめ消防団の諸先輩方からは、
多くの助成と激励、ご指導を賜り、厚く御礼申し上げます。
この間、選手（宮入芳徳（1 常会）、山岸哲也（7 常会））は
じめ選手をサポートした団員（11 名）には、生活の傍ら貴
重な時間を割き、目標に向かい一致団結し、精一杯取り組
んでいただいたことに感謝するとともに、団員を影で支え
ていただきましたご家族の皆様へも、ここに衷心から感謝申し上げます。
結びに、御幣川区の無火災、無災害をお祈りいたすとともに、引き続き消防団も防火・
防災に努めて参りますので、今後ともご支援ご協力を賜りたく、宜しくお願いいたします。

子供お神楽

熱心に練習

幣川神社の社務所において、地域の伝統芸能であるお神楽を月に１回、日曜日に子供たち
の練習が行われています。笛や太鼓などそれぞれ大神楽保存会の皆さんによる指導のもと熱
心に取り組んでいます。夏休みには、７月 28 日から８月１日まで集中して練習を行いますが、
敬老の日には区民の皆さんに成果をご披露できるよう今から子供たちは張り切っています。
「はじめてのたいこ」
３年 みや野お ゆう作（１３常
会）
ぼくは６月からたいこをはじめ今まで二回やりました。一回目
はむずかしいのかなと思ったけど先生がやさしくおしえてくれ
たからうまくたたけてうれしかったです。二回目は、一回目にや
ったみたいにやって先生に、
「はじめてのわりにはうまいね。」と
言われてもっとうまくなりたいと思いました。
「かぐらの練習」
５年 唐木 智矢（２常会）
ぼくは４年までたいこをやっていましたが、５年から笛を
始めました。まだ音の練習だけど、音が出るようになって、
道中がふけるようにがんばりたいです。始めた理由は、５年
生は笛をやろうとすすめられたからです。笛のむずかしい所
は、息のふき方がたて笛とちがうところです。少しは音が出
るけど、笛の先生は、まだまだと言っているのでもっとがん
ばって上手になりたいです。

『ごみの資源化と減量化の取り組みを』

公民館主催講演会開催

御幣川区公民館 教養部長 安達さち江
7 月 12 日(日)講師に長野市役所環境部環境課の高野光昭様をお招きして「ごみ・資源物の
分別とリサイクルについて」と題し、御幣川公民館主催の講演会を開催しました。
当日は大変暑い中、大勢の区民の皆さまにご参加
いただき開催することができ、大変ありがとうござ
いました．講演ではごみ量の現状として、有料化制
度導入後は 20 年度と比較して 26 年度は総量で 8.7%
の減となっていますが、集積所への排出分別状況で
は、可燃ごみの中に不燃物や資源となる紙類も混入
されており、不燃物の中にも可燃物やブラや缶など
が混在しており、ごみ分別や資源物との分別がまだ
まだ徹底されていないとのお話がありました.また
分別のポイントについて、資料に基づいて説明があり、知っているようで知らない事が多々
あり良い勉強になりました。特に資源物のリサイクルについては現状大型量販店でも回収し
ているところがあり、実態は減少傾向となっている中、御幣川区の資源回収は以前とほぼ変
わらない量となっており区民の協力と団結力も合わせて知ることができました。
公民館教養部ではこれからも楽しみながら分かりやすい講演会を計画したいと思います。

ふれあい会食 七夕祭りを開催
福祉委員会 実行委員長 田村ヒデ子
７月１２日（土）に公民館において、第４回ふれあい食事会と七夕祭りを行いました。
今回の食事は七夕飾りのように色とりどりにとちらし寿司をご用意いたしました。皆さまに
見た目も味も良かったと好評価をいただき、ほとんどの方が残さず召し上がって下さいまし
た。作り手の私共にとってもほんとに嬉しい
ことでした。食事の後は、皆で七夕かざりを
作りました。短冊にそれぞれ思い思いの言葉
を書いたり、折り紙で鎖を作りました。とこ
ろで今月の会員の方の出席者は１０名（委員
９名 計１９名）でいつもより少人数でやや寂
しかったのですが、笹の葉に短冊や鎖、それ
にスイカや茄子、きゅうりの飾り物、折り紙
で作った織姫、彦星を吊るしたら賑やかな七
夕飾りが出来上がりました。その後は七夕飾
りを囲んで「七夕」の歌や「信濃の国」を「八十八夜」の曲にあわせて手遊びなどして皆で
楽しく過ごしました。七夕に皆さまのご健康をお祈りいたします。
◆区の資源回収にご協力をお願いします。

８月の回収日は、８月１６日(日)です。 (平日に直接宝資源に持ち込めます)

