
                        

                      

11 月 1 日(日) 「御幣川区 安全・安心を考える日」（火の用心巡回等）

1 日(日) 篠ノ井女性バレーボール大会(9 時 篠ノ井西小学校)

3 日(祝) 公民館主催「御幣川区文化祭」(9 時～15 時 公民館)

7 日(土) 人権研修会 みんなの幸せを願う集い(19 時 公民館)

7 日(土) 「花咲かせ隊」植栽(9 時 公民館)

8 日(日) 七五三祝祈願祭 (氏子総代会 10 時 幣川神社)

8 日(日) 育成会資源回収(8 時～回収)

12 日(木) 福寿会「お楽しみ会」(11 時 公民館) 

14 日(土) 第７回協議員会(16 時 30 分 宝昌寺)

14 日(土) 八日堂初縁日大祭実行委員会(17 時 30 分 宝昌寺)

14 日(土)

26 日(木)

第 2 回お茶のみサロン(福祉委員会 13 時 30 分 公民館)

都市排水対策委員会(19 時 公民館)

28 日(土) 第 3 回環境美化推進会議(19 時 公民館)

                                                                                                                             

                 人権同和教育 四者懇談会開催

10 月 14 日(水)御幣川公民館において、中央人権同和集会所主催の四者懇談会が通明小

学校、篠ノ井東小学校、篠ノ井東中学校の各校長及び先生方と運営委員 50 名が参加して

開催されました。この懇談会は、部落差別をはじめとする

あらゆる差別や偏見を無くし、明るい社会を作るため一人

ひとりが人権問題を身近なものとして考え、人権尊重を深

める意見交換の場として毎年開催されています。講師に部

落解放同盟長野市協議会会長の中本 栄先生をお迎えし

て、人権同和教育の現状と課題として人権にかかわる差別

事象について講話をしていただきました。その中で、最近

起こった部落差別発言事件の事例をあげ、この問題に対する取組みについて説明があり、

家庭、地域での人権啓発の重要性を訴えていました。その後、各学校における人権教育の

取組みについて先生方より発表がありましたが、一人ひとりを大切にし、あいさつ、思い

やりなど『心を育てる教育』を基本とした人権教育を行っており、いじめ、差別を許さな

い環境を育んでいることが私たちも学ぶことができました。

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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「みんなの幸せを願う集い」開催のお知らせ
・日 時  11 月 7 日(土) 御幣川公民館 午後 7 時～8 時 30 分

・講 演 西沢 啓之助先生「向き合いながら生きることのすばらしさ」

大勢の皆さまのご出席を

お願いします。



五穀豊穣に感謝 幣川神社秋季大祭開催

幣川神社秋季大祭が 9 月 26 日、27 日の両日、氏子

総代会、祭事会、大神楽保存会の皆さまにより執り行

われました。26 日の宵祭りでは御神楽が巡行し、区内

各所で獅子舞を奉納しました。27 日の本祭では、大祭

役員及び区関係者が神殿に参列し、竹内宮司により神

事が厳かに行われ、五穀豊穣、区民の無病息災、地域

の平安無事を祈願していただきました。その後、本殿

及び土俵へ神楽奉納がされ、恒例の子供奉納相撲大会が開催されました。

   発揮揚々 土俵を囲んだ笑顔たち     祭事会会長 近藤 諭                    

９月２７日、幣川神社秋季大祭において子供相撲大会が行われました。

大神楽保存会による土俵上での悪魔祓い舞の後、区内の小学生が男女に分かれて学年ご

とに相撲を奉納しました。初めての相撲に不安を感じ

ている子、友だちの並びを見ながら勝てるかどうか相

談している子、強い友だちに敢えて挑んでいこうとす

る子など子供たちの表情は様々でしたが、土俵に上が

り取組みが始まると力

いっぱい勝負を楽しん

でいました。

中には競技相撲に取り組んでいる子もいて、いつか御

幣川出身の力士が活躍する日が来るのでは・・・と期待

してしまいました。笑顔で相撲を楽しむ子供たちの姿に

、幣川神社の神様たちもご満足されたことと思います。

来年はより多くのちびっ子力士たちの参加を期待しています。今年度も区民の皆さまの

おかげで子供相撲大会を盛大に開催することができました。ありがとうございました。

  奉納子供相撲大会 入賞おめでとう!

・四年生 五人抜き 窪田 一輝君 浅田 優花さん

・五年生 五人抜き 新井 仁 君 興葉 衣根さん 三人抜き 佐藤 春輝君

・六年生 五人抜き 羽生田日向君 北村 寛子さん   三人抜き 清水 雅人君

火除けの神様 秋葉社例大祭も執り行われる

秋晴れの 10 月 10 日(土)御幣川公民館において、2 常会(古平常会長)の皆さん 30 名

の参加のもと、恒例の秋葉社例大祭が執り行われました。公民館前の秋葉社石祠の

前にて竹内宮司により厳かに神事がおこなわれ、地域の平安無事を祈念していただ

きました。この秋葉社は、昭和の初期にこの地域は火災が多く発生したため、昭和

10 年幣川神社より分神され、過去の教訓に学んで日頃から防災意識を高め、地域の

皆さんにより手厚く祀られて毎年例大祭が執り行われています。神事の後は 2 階大

広間で直会が開催され和やかに地域の皆さんは親睦を深めていました。



市民大運動会 大健闘の A 組３位

公民館体育部長 須坂 康弘

１０月１２日の体育の日、爽やかな秋晴れのもと第４９回 篠ノ井中央地区市民大運動

会が開催され、各競技に御幣川区の代表選手が出場し、心

地良い汗を流しました。Ａ組として参加した今回もひとき

わ目立つピンク色のゼッケンを付け、「障害物競走」では

接戦の末に１位を獲得した他、各競技での大健闘に応援席

からの掛け声もグラウン

ドに響き渡っていまし

た。選手の皆様の活躍、そ

して御幣川区が一丸となった結果「Ａ組 ３位」となりま

した。来年度も引き続きＡ組での参加となります。優勝

を目指して区民の皆様のご協力をお願い致します。選手

の皆さま、応援の皆さま大変お疲れ様でした。

＊競技別の出場選手（敬称略、順不同、○数字は常会）

集合競争 参加人数：101 人（参加率：4.1％）

ボール送り 400m ﾘﾚｰ（女子） 瀧澤美子③・宮入千夏③・米倉正代③・宮入美枝子③

ボール送り 400m ﾘﾚｰ（男子） 柴田敬一郎⑩・長田茂⑩・麻場直樹⑩・竪岩和良⑩

ボール送り
佐藤春輝・新井仁・時信ここな・林拓磨・輿葉依根（PTA より選出）

齋藤史也⑦・齋藤康江⑦・前島江美⑦・中島ちかみ⑦・中島浩一⑦

血圧測定リレー
平林雄二⑤・中澤一志⑤・中島晴男⑨

村田みつ子⑤・宮入美樹⑤・宮本由希子⑤

百足競争（女子） 桑原美紀①・中村ひとみ①・松井みよ子①・中島静香①・中島文子①

三世代なかよく
市川のぞみ⑬・市川幸果⑬・

傳田清⑬・岡田光夫⑬・丸山悦子⑬・保高とも子⑬

障害物競走 金子竜二・岡井佑馬・桑原優人（PTA より選出）矢沢泰彦⑫・宮村泰之⑫

綱引き

金子竜二・岡井佑馬・新井仁・佐藤春輝・窪田壮・桑原優人

時信ここな・林拓磨・石坂優翔・輿葉依根（PTA より選出）

宮本英司①・宮入一徳③・村田秀義⑥・小池清一⑥・飯島英剛⑥

田野誠司⑥・村田浩一⑥・宮本幸二⑫・矢沢泰彦⑫・宮村泰之⑫

上原たまみ④・齋藤多喜子④・田中瞳⑧・柴田香菜⑩・秋里とし子⑪

上條千恵子⑪・中島美香⑪・笠原ゆきえ⑪・飯島厚子⑪

スプーンレース リレー 飯塚康彦⑧・酒井隆彰⑧・下平晶子⑧・宮崎三代子⑧

百足競争（男子） 古平美明②・宮本亮②・古川尚道②・島立桂太②・飯島哲也②

人生リレー（女子）
長峰和奏④・飯島楓④・柳澤桃花④

矢野景子④・飯島貴恵④・新井千佳子④

人生リレー（男子）
石坂優翔・窪田壮・近藤敬斗（PTA より選出）

早川哲司⑨・宮入一徳③・山川博之⑨・長田浩明⑨

◆ 公民館主催 御幣川区文化祭のご案内

・日 時 11 月３日(祝)  9 時～15 時

・場 所 御幣川公民館 大勢の皆様のご来場をお願いします。



育成会主催 『ハートフルコンサート』開催 育成会会長 唐木 一男                               

10 月 18 日(日)、10 時 30 分より育成会主催の「ハートフルコンサート」が御幣川公民

館で子供さん 26 名を含む 62 名の参加をいただき開催されました。今年は「花音 trio」

の皆さんをお招きしてバイオリンと電子ピアノ

のコラボ演奏を聴き、芸術の秋のひと時を楽し

く過ごすことができました。プロクラムはベー

トーヴｴンの第 5 番「運命」などのクラシック、

「もみじ」などの唱歌、そしてミッキーマウス

マーチ、となりのトトロなど幅広いジャンルの

演奏に私たちも時間を忘れ聞き入ってしまいま

した。会場は親子連れも多く、演奏に合わせて

手拍子をし、又、用意された歌詞を皆で一緒に

歌うなどあっという間に楽しい時間が過ぎてしまいました。大勢の皆さまにご参加して

いただきありがとうございました。育成会ではこれからも楽しい企画を計画したいと考

えております。

「はーとふるコンサート」の感想     小３ 宮本 あすか

バイオリンをひくところがかっこよかったです。

「じょうねつ大陸」が、はくりょくあってじょうねつてきでした

『秋のごみゼロ運動』 お疲れ様でした      

１０月１８日(日)に市内一斉の「秋のごみゼロ運動」

「河川清掃」が実施されました。常会役員さんにより

常会内を巡回し、道路や植え込みの中、裏通りなどに

捨ててあった空き缶、たばこの吸い殻そしてポイ捨て

のレジ袋などを回収し私たちの住む街の中をきれいに

していただきました。以前に比べて回収量はだいぶ少

なくなってはきていますが、道路脇の草むらの中には

相変わらずコンビニなどの弁当、紙くずなどが散乱しており、お互いにマナーは守り、

街をきれいにしたいものです。常会役員の皆さん、早朝より大変お疲れ様でした。

27 年度 福祉バザーへの寄贈の御礼

10 月 18 日（日）に開催された第 22 回篠ノ井地区住民福祉バザーには区民の皆さまよ

り多くの寄贈品が寄せられました。皆さまの温かいご協力に厚く御礼申し上げます。

バザー会場では約 1,300 名の入場者があり、155 万円の売上収益となりました。

この売上収益は福祉事業に活用させていただきます。今後とも篠ノ井地域の社会福祉

の充実にむけ、ご理解とご協力をお願いいたします。

御幣川区民の皆さまから寄せられた寄贈品の集計は下記のとおり報告します。

・衣料品 308 点 ・日用雑貨品 330 点 ・食料品 63 点 ・農産物 14 点 計 715 点

誠にありがとうございました。


