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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９月の主な行事予定
9 月 1 日(火)
3 日(水)
5 日(土)
6 日(日)
12 日(土)
13 日(日)
13 日(日)
17 日(木)
26 日(土)
２7 日(日)
27 日(日)

盆踊り大会開催

「御幣川区 安全・安心を考える日」
（火の用心巡回等）
新町線除草作業(６時～福寿会）⇒ 延期となりました
第 5 回ふれあい会食（福祉委員会）
第 49 回御幣川区民運動会
第 49 回市民運動会打合せ会(19 時～ 公民館)
御幣川区物故者法要(9 時～１０時 香福寺)
御幣川区敬老会(10 時 30 分 公民館)
第２回環境美化推進員会(19 時 公民館)
秋季大祭宵祭り神楽奉納
秋季大祭 子供相撲大会
御幣川区資源回収

境内にあふれる踊りの輪

公民館長 神津 英徳

お盆の１４日、１５日の両日、幣川神社境内にて、
盆踊りが行われました。早朝の雨で、開催が危ぶま
れましたが、両日ともさわやかな夜となり、盆踊り
には最高の日となりました。小さなお子さんから、
お母さんにおばあちゃんまで、大勢の区民の方々の
参加で、盆踊りを盛り上げていただきありがとうご
ざいました。 育成会からの恒例の金魚すくいには、
多くの子供たちに金魚がすくわれて、二日間とも早々に予定量を終了してしまいました。子供た
ちの真剣で無邪気な顔が印象的でした。また、暑い中での、かき氷も美味しくいただ事ができま
した。 ＰＴＡから、子供たちによる花火は、美しい光と煙で、子供たちと会場の人達の大きな
歓声の中、興奮は最高潮に達していました。 盆踊りは、「炭坑節」
「東京スカイツリー」
「さざ
えさん」など、懐かしい曲目と太鼓の音で、夜が更けるまで楽しく踊りました。この盆踊りが夏
の楽しい思い出になれば幸いです。
最後に、踊りを指導して下さっ
た、太田みつこさん、リズミカルに
太鼓をたたいていただいた萩原淳
さん、大変ありがとうございまし
た。区民のみなさん、来年も楽しく
踊りましょう。

お茶のみサロン開催

♬♬

歌声ひびき、感動のひと時

♬♬

民生児童委員 宮岡 千枝
真夏の太陽がキラキラと輝き、猛暑となった８月１日､午後２時オープニング曲「あのすばら
しい愛をもう一度」の美しい歌声が響き渡り福祉委員会主催のお茶のみサロンが開演となりま
した。長野合唱団「うたい会部」の皆さん 9 人による第
一部は､なつかしい歌で埴生の宿・ローレライそして平和
の歌・アンジェラスの鐘・いのちの唄・折鶴・あなた
等々進み､マイフェアレディは迫力と華やかさで一部を締
めくくっていただきました。１５分の休憩中はお客様(45
名お見えになりました)にお茶とお菓子を食べていただき
歓談していただきました､二部はアコーディオンの根本さ
んのイントロ演奏から始まり､｢線路は続くよ どこまで

長野合唱団の皆さん

も｣の曲に合わせて皆で手遊びし､そしてオカリナとギ
ターの演奏｢コンドルは飛んでいく｣のオカリナの音色
は、澄んだ夏の青空をコンドルが飛んでいる様子が感
じられました。｢皆んなで歌いましよう｣ではマイクの
前で保坂区長さんは｢学生時代」､中村前区長さんには
｢いつでも夢を｣歌っていただき秘めたすばらしさを発
見しました。バラエティの企画に第二部の後半は沢山
全員で楽しくうたいました

の曲をリクエストしていただき全員で楽しく歌いまし

た。公民館の隅々まで楽器と歌が大きく響き渡りお客様の心を魅了しました。また､公民館は涼
しく快適で音楽堂にいるようで楽しい二時間のお茶のみサロンが開催できました。第二回は 11
月 14 日(土)です。楽しみにしていただき次回も大勢の皆さまのご参加をお待ちしています。

いざという時に備えポンプ定期点検を実施

御幣川区自主防 消防隊

８月７日(金)御幣川区自主消防隊(横山隊長)による恒例のポ
ンプ点検が行われました。年に 4 回ポンプの稼働状態を定期的
に点検を行うとともに、会議には篠ノ井第二分団の役員も参加
していただき、隊員相互による地域防災の意識合わせを行いま
した。また、今年の夏の防火運動は７月１７日～８月１７日に実
施されましたが、この間篠ノ井第二分団の消防隊の皆さんには
区内の巡回活動を実施していただきありがとうございました。

ポンプ点検模様

私たちも、
「無火災」にむけた防災意識を持ち、日頃から注意・点検を励行しましょう。
◆27 年度は防犯灯 37 灯を LED 化します。(25 年度～29 年度 5 か年計画)
長野市の施策による防犯灯 LDE 化工事は御幣川区も 5 か年計画で取り組んでおり、
昨年度を継続し、10 常会(残)～6 常会(一部)の 37 灯の工事を 8 月から実施しています。
◆市・県への土木要望及び交通規制・設置要望書を提出しました。
各常会長より提出された要望書については 7 月及び 8 月に篠ノ井支所に提出しました。
9 月中旬には市の現地調査に同行し、改善にむけ折衝を進めていきます。
なお、道路の修復等については即時対応しますので常会長まで連絡して下さい。

少年野球篠ノ井大会

猛暑の中、健闘するも惜しくも敗退
少年野球篠ノ井地区大会が猛暑厳しい８月２日(日)､茶臼山グランドにおいて開催されました。
御幣川少年野球チームは、会エースと合同チームとして大
会に参加、昨年に引き続き優勝を目指し、監督及びコーチの
熱心な指導のもと一生懸命練習に励んできました。大会は A
チームは一回戦で敗退し第３位となり､また､B チームは決勝
で敗れ準優勝に終わりましたが保護者の皆さんの応援のも
と、選手たちは試合中も大きな声を出し、きびきびしたプレ
ーで頑張っていました。 昨年に引き続いての優勝とはなり
ませんでしたが、今後の健闘を期待し、皆で応援したいと思います。

篠ノ井大会に参加して
会エース御幣川チーム 窪田 壮(9 常会)
8 月２日に茶臼山グランドで篠ノ井大会がありました。長野市大会を勝ち進んでいったチームが何チ
ームかあり、参加しなかったので A チームが４チーム。B 戦は８チームになり
ました。試合の当日、天気は晴れで最高気温は３５度を超えました。でも保護
者の応援があったからこそ出来た試合だと思います。試合結果は、A は一回
戦で大差で負けてしまったけれど一生懸命に全力でやれてよかったです。B
は１回戦、２回戦と勝ち進みました。しかし決勝で惜しくも負けてしまいました。
今まで僕たちは「日々努力」「日々全力」「日々感謝」の精神を以てプレーをし
てきました。これからもその精神を磨き続けていきたいです。最後に応援して
くださった御幣川区の皆さんに感謝申し上げます。

篠ノ井公民館球技大会

女子バレーボールチーム準優勝

女子ソフトバレーチームは棄権、野球は不出場
８月２３日(日)篠ノ井中央分館主催の球技大会が
行われました。雨のため予選が中止となった野球は
出場をかけた抽選(じゃんけん)により出場とはなら
ず、また女子ソフトバレーはメンバーが確保できず
残念ながら棄権となり、本年の球技大会への参加は
女子バレーボールのみとなりました。
試合は南長野運動公園体育館で行われ､公民館役員
の応援の中､東犀南、石川の 3 チーム総当たり戦で
行われました。東犀南チームとの 1 回戦をジュースの末、2-1 セットで勝利しましたが、2 回戦
の石川戦では 1-2 セットの僅差で敗れ､惜しくも優勝を逃しました。両試合ともフルセットまで
もつれラリーの応酬で手に汗を握る展開となり惜しい結果となりました。来年度は、野球、女
子バレーボール､女子ソフトバレーボールが揃って優勝することを期待したいと思います。

夏休み「親子陶芸教室」を開催
育成会会長 唐木 一男
８月８日(日)御幣川公民館において育成会主催の「夏休み親子陶芸教室」が開催されました。
小学生 55 名、保護者 38 名育成会役員等 17 名が参加して
いただき、夏休みの楽しいひと時を過ごすことができまし
た。多くの皆さまに参加していただきありがとうございま
した。最初に松代陶苑の講師の方よりスライドを使っての
解りやすい説明に子供たちは熱心に聞いた後、
「湯のみ」
『茶碗』作りに楽しそうに一生懸命取り組んでいました。
作品は、松代陶苑の窯で焼き上げ、手元に届くのは 9 月の
中旬になる予定で子供たちは出来上がりを楽しみにして
います。

スライドを使っての説明

「とう芸教室に参加して」

2 年 桑原 明日香

わたしは、今回はじめてとうげい教室に参加しました。わたしはおちゃわんを作りました。
さいしょ、ぬのをかぶせてのばすところがわたしの力ではのばせ
ませんでした。おかあさんとおとうさんにのばすところをてつだっ
てもらいました。さいごにおちゃわんのかたちからはずすところ
がとてもむずかしかったです。らい年もとうげい教しつがあったら
いいです。早くできあがったおちゃわんをおうちでつかってみた
いです。
親子で仲良く作品作り

陶芸教室の感想

東中１年１組 佐藤 拓実

僕は、この陶芸教室で、湯のみを作りました。僕のお父さんは司会や計画作りなどをしていました。湯
のみなどを作る前に陶芸教室の先生が作り方や、作った後の事の話をして下さった後にみんな一斉に
作り始めました。まず、型を使って形を作り延ばしてから湯のみの底作りをしました。出来上がった時、
その湯のみを水平な所に置いた時に倒れたりしないように工夫をしながら作りました。僕以外の多くは
湯のみではなく茶碗を作っていました。でも僕は気にせずにしっかり作れたのでよかったです。そして、
最後の作業として湯のみの底の部分にサインをいれて、完成させました。出来上がるのが約１カ月後な
ので１カ月後を楽しみにしていたいです。
公民館からのお知らせ
◆第 49 回区民運動会
・開催日時
9 月 6 日(日) 開会式
・会
場
通明小学校 グランド

午前 8 時 30 分

※区民の親睦と連帯を深め、健康増進のため皆さんの参加をお願いします。

◆御幣川区敬老会
・開催日時
9 月 13 日(日) 受付 午前 10 時 開会 午前 10 時 30 分
・会
場
御幣川公民館 ２階大広間
※大勢の皆さまにお越しいただき楽しんでいただきたいと思います。

