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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１月の主な行事予定
１月 1 日(金)
2 日(土)
7 日(木)
8 日(金)
9 日(土)
10 日(日)
16 日(土)
24 日(日)
30 日(土)

「御幣川区 安全・安心を考える日」(火の用心巡回等)
御幣川区「新年おめでとう会」(10 時～ 公民館)
第 62 回篠ノ井八日堂初縁日大祭( 21 時～ 宝昌寺)
〃
(～11 時 宝昌寺)
消防団第二分団出初め式(17 時 公民館)
どんど焼き(16 時 30 分～ 地蔵公園)
第 9 回協議員会(19 時 公民館)
御幣川区資源回収
第 8 回ふれあい会食(公民館 福祉委員会)

※各常会新年総会(開催時間については再度確認してください)
3 日(日)
16 日(土)
17 日(日)

・9 常会(10 時公民館)
・2 常会(13 時公民館)
・1 常会(13 時公民館 2F) ・3 常会(10 時公民館 1F)
・6 常会(12 時北公民館) ・7 常会(11 時割烹丸十) ・11 常会(9 時 30 分公民館)

24 日(日)

・4 常会(11 時公民館 2F) ・5 常会(12 北公民館)
・8 常会(11 時ひさご) ・13 常会(12 時公民館 1F)

30 日(土)

・12 常会(10 時公民館)

31 日(日)

・10 常会(11 時公民館)

新年明けましておめでとうございます
謹んで皆さまのご健康とご多幸をご祈念申し上げます
御幣川区 役員一同
区民の皆さまにおかれましては、お健やかに新しい年をお迎えのこと
とお慶び申し上げます。日頃は区の事業活動に温かいご理解とご協力
を賜り厚く御礼を申し上げます。昨年は幸いにして当地域では大きな
災害や事故もなく平穏無事に過ごすことができました。
また、3 年ぶりの区民運動会をはじめ防災訓練など区の活動も皆さま
のご協力により順調に行うことができましたこと厚く御礼申し上げます。御幣川区もますます
増大化となってきておりますが、今や少子高齢化の中、地域のふれあいを高め、「安心・安全
で活力ある明るい街つくり」を目指して引き続き取り組んで参りますのでどうぞ本年もよろし
くお願い申し上げます。今年の干支は「申」(猿)ですが、申には病や災難が「去る」のいわれ
もあり縁起の良いものとして神社などにも祀られています。今年一年、区民の皆さまのご健康
とご多幸そして災害の無い穏やかな年でありますようご祈念申し上げます。

水害に強い街づくりを

御幣川区都市排水対策委員会開催

都市排水対策委員長 宮入 光治
11 月２６日(木)御幣川公民館において、用水関連役員、各常会長、区四役の委員の出席のもと第
５回都市排水対策委員会が開催されました。相談役として望月市議、山本市議にも参加していただ
き、長野市河川課より現状の取組状況や事業規模、施工期間等工事概要の説明がありました。この
委員会は、豪雨による雨水対策が不十分な当地区では
宅地化が進み」安心・安全な生活」を支えるには排水
対策が急務なことから３年前に発足し、毎年委員会を
開催し市側と折衝を重ねてきました。
「５年に一度の
頻度で起きる豪雨災害」対策として、市側の説明では
予算との関係で、当面、区の南地域を対象に農業用水
を撤去し、「ボックスカルバート」(土管)の埋設し、
また市道沿いには U 字溝を設置し、排水能力を高める
こととしています。工期は６年を目途とし、五差路から北地域は今後の課題となっていますが、区
としては早期の整備と区全域の改修を目指し、今後とも市当局及び関係議員にも要請したく区民
の皆さまのご理解とご支援をよろしくお願い致します。なお、規約改正で次回の委員会より副常会
長も委員として出席していただくことになりました。

区内工事概況報告
①県道 579 号線(宝昌寺～公民館間南)道路舗装改修工事(第一期)
常会より要望がありました道路劣化に伴う補修工事(第一期分)が
１２月２１日に完了しました。なお、五差路南側(一部)と公民館
南より見六交差点までは２８年度中に着工の予定で市側と折衝を
しています。全区間の工事完了に伴い、五差路～見六間の通学路
グリーンベルト舗装工事を実施します。
②東田沢通明小線の改良工事について
一昨年、現地調査を行い、11 月１８日、市より関係者への工事概要の説明会がありました。
1 月中旬に用地測量を実施し、２８年度より工事着工し、5 年後完成の運びとなっています。
③篠ノ井中 506 号線(９常会～11 常会通行路)の側溝整備工事(第二次)
車のすれ違いが困難のため、昨年来より工事側溝に蓋を掛ける整備工事を行ってきまし
たが、１２月 4 日二次工事が完了しました。全区間は２８年度完了の予定です。
④通学路のグリーベルト工事実施(五差路～神田歯医者)
子供たちの安全通学路対策として要望のあったグリーベルト化ですが、１１月５日上記区間
グリーンベルト舗装を実施しました。

区の資源回収にご協力をお願いします
★回収日 １月２４日(日) 2 月２８日(日) 3 月２７日(日)
アルミ缶、新聞、雑誌、段ボール、牛乳パック、その他古紙

※上記日以外にも㈱宝資源(13 常会)へ直接持ち込みができます

表彰おめでとうございます
福寿会 「優良老人クラブ賞」を受賞
福寿会会長
秋山 捷
新年を迎えるにあたり、福寿会の行事を振り返りますと、春の保養旅行に始
まり、道路・公園の除草・清掃、各クラブのクラブ活動等の行事を実施して参
りました。この１１月には毎年恒例の「お楽しみ会」を区長、公民館長をお招
きして大勢の会員の皆さまの参加をいただき、楽しく盛大に開催することが
できました。特に２７年は昨年より会員の加入促進運動を実施してきました。各常会役員、区
長さんをはじめ多くの区民の温かいご理解、ご協力により新規会員 19 名の加入を頂きまし
た。この加入促進運動に対し、県老人クラブ連合会より優良老人クラブ賞を受賞致しまし
た。誠にありがとうございました。区民の皆さまに心より感謝申し上げます。これからも引き
続き会員加入促進活動を推進し、大勢のご加入を心よりお待ちしております。平成２８年も福
寿会では健康長寿をモットーに地域作りに励みます。皆さまよろしくお願い致します。

宮岡 千枝さんに 『社会福祉功労表彰』
この度、宮岡千枝さん(11 常会)は長年にわたり市政の振興
に多大な貢献をされ、優れた功績により長野市より表彰され
ました。宮岡さんは長年にわたり区の民生児童委員として社
会福祉の充実に携わり、身近な相談相手として適切な支援や
サービスに取り組んでこられました。また、高齢者や障がい

前列 右端 宮岡千枝さん

者世帯の見守りや安否確認などの奉仕活動にも多大なるご尽力をいただいております。区と致
しましても敬意と厚く感謝を申し上げます。 誠におめでとうございました。

楽しくクリスマス会を開催しました
PTA 会長 近藤 宏一
小学生と中学生の皆さんにお集まりいただき、12 月 6 日(日)に公民館においてクリスマス会を開
催しました。今年は、まずはリースづくり…新聞紙、カラーテープ、モールが材料…悪戦苦闘する
子供もいましたが、できあがってみれば立派なリースとなりました!!
そしてその次は中学生有志による「ランニングマン」のダンス…手拍
子に乗せてかっこよく魅せてくれました。最後は、恒例のビンゴゲー
ム…なかなかビンゴとならず焦った子もいましたが無事に全員ビンゴ
で全日程を終了…サンタクロースからプレゼントをもらいクリスマス
を心に残したままの帰宅とな
りました。運営手伝いの PTA 及
び育成会の役員の皆さん、進行
やダンスをした小学生と中学
生の皆さん、ご協力ありがとう
ございました。
メリー・クリスマス!!

自主防災会

第３回ポンプ点検実施

12 月 11 日(金)自主消防隊によるポンプ点検が実施されました。御幣川区の自主防災ポ
ンプ車は、公民館脇に格納されており、いざという時に備え自主消防隊員により定期
的に点検を行っていただいています。点検後の会議では、第二分団田中第一部長及び
横山自主消防隊長より「平成２７年は御幣川区内では火災は発生しなかったが、このまま無火災
にむけて気を引き締め取り組みましょう」と挨拶がありました。火災の４割は、１２月～３月に
かけて発生しています。ストーブ、こたつの消し忘れやたばこの不始末などが主な原因ですが、
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

向こう三軒・両隣

雪かき運動にご協力を

これから大雪の季節を迎えます。安心、安全で快適に暮らせる街づくりにむけ、
地域ぐるみで協力し合いながら「雪かき・除雪運動」にご協力をお願いします。
積雪時には特に通勤・通学路やゴミ集積所近辺では歩行困難となり、又、凍結による転倒の危険
が潜んでいます。近年、高齢者世帯が増えていることから隣近所皆で助け合いながら安全な歩行
路確保に向け除雪をお願い致します。
・篠ノ井支所では市道散布用凍結防止剤(塩カル)を支給していますので、希望する場合は、常
会長又は区四役までご連絡下さい。
・市では除雪搬出用の「ダンプ、トラック(2 トン車)」の無償貸出しを行います。運転手付き
ですが積込みは地域の皆さんで行ってください。申請は御幣川区で行います。

第 62 回

篠ノ井八日堂初縁日大祭のご案内

◆ 平成２８年１月７日(木)21 時～１月８日(金)11 時まで
◆ 場所 宝昌寺境内 薬師堂
昭和 27 年(1952 年)御幣川区及び近隣の皆さん、御幣川商工
振興会、宝昌寺護持会の三者によって薬師講ができ、爾来毎
年無病息災、家内安全、交通安全を願う多くの皆さまの参拝
により賑わい発展して参りました。来る 1 月 8 日の八日堂縁
日は第 62 回となり、歴史ある文化財として薬師堂初縁日大祭
をいつまでも伝承し盛大にお祭りを迎え
たいと思います。甘酒の振る舞い、福達磨、おでん、福飴などの販売もされて
おり、歴史ある八日堂初縁日に大勢の皆様のご参拝をお待ちしております。宝
昌寺の境内には冷泉天皇の安和 2 年(969 年)創立とされる薬師堂があります。
本尊は甲冑（かっちゅう）をつけ薬壷と鉾を持った「甲冑薬師如来」で、謡曲
｢紅葉狩｣(鬼女伝説)で知られている平維茂(たいらのこれもち)が鬼女征伐後、
この地を去る際に残党から村人を守るため作ったと伝えられており、千年の昔から、霊験極めてあ
らたかな本尊として区民の信仰の中心となっています。

どんど焼きのご案内

ご家族お揃いでお出かけください

日 時
平成２８年１月 10 日(日) 午後４時３０分～
場 所
御幣川児童遊園地(２常会 地蔵公園 )
※松飾り、だるま等は当日の朝８時までにご家庭の前にお出しください。

