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2 月の主な行事予定
2 月 1 日(月)
6 日(土)
6 日(土)
10 日(木)
11 日(木)
13 日(土)
27 日(土)
28 日(日)
28 日(日)

世帯数 1014 世帯(H27.４.５)

「御幣川区 安全・安心を考える日」(火の用心巡回等)
第 10 回協議員会・研修会(17 時 公民館)
第 5 回いきいきフォーラム(10 時～通明小多目的ホール)
第 4 回人権同和中央集会所役員会(18 時集会所)
八日堂初縁日大祭幹事会(16 時 30 分)総会(17 時) 宝昌寺
第 9 回あれあい会食(公民館 1F 中広間)
PTA 総会(公民館)
公民館運営審議委員会(19 時 公民館)
御幣川区資源回収

新春を祝う 「新年おめでとう会」盛大に開催
穏やかな天候に恵まれた、１月２日(土)午前１０時より御幣川公民館に
おいて新春恒例の御幣川区「新年おめでとう会」が盛大に開催されまし
た。早朝より協議員の皆さんにより準備をしていただき、ご来賓に、高橋
県議、望月市議、松井市議、区顧問、歴代公民館長をお迎えし、７５名の
参加者により賑やかな新年会となりました。
区章 平成 6 年制定
「君が代」の斉唱、中島晴男協議員会長の開会の辞で始まり、保坂区長
より「御幣川区の戸数は年々増加してきているが、区の
行事や催しを通じて地域のふれあいを大切にし、快適
で明るい和の街づくりを目指すとともに、災害の無い
安心安全な街づくりを区民一体となって取り組んでい
きたい」とあいさつがありました。
来賓の挨拶に続き、祝宴へと移り、時間の経過ととも
に座が和らぎ、楽しく談笑する光景が随所で見受けら
れ新年にふさわしい宴となりました。最後に、区顧問よ
り御幣川区の発展と区民の皆さまのご健勝を祈念する
万歳三唱でお開きとなりました。多数の皆様のご参加ありがとうございました。

各常会でも新年総会を開催
１月３日の 9 常会の新年会に続き、1 月の各週末には各常会の総会・新年会が開催されました。
区四役では分担してそれぞれの常会の新年会に出席させていただきました。皆さんと懇親を深め
させていただき、貴重なご意見、ご要望もお聞きいたしましたが、今後の区の活動に生かしてい
きたいと思います。大変ありがとうございました。

厄除け・家内安全を願う

第 62 回 八日堂初縁日大祭が盛大に開催
1 月 7 日夜から 8 日午前にかけて第 62 回八日堂初縁日大祭が宝昌寺境内の
薬師堂で開催されました。穏やかな天候に恵まれ、7 日午後 9 時に、縁日の
開催を告げる花火が打ち上げられると間もなく境内には多くの参拝の皆さ
んの列ができました。本堂には初縁日大祭の時だけにご開帳される本尊の
甲冑薬師瑠璃光如来が安置されており、約 1000 年前の平維
茂の作といわれ、古来より霊験極めてあらたかな仏様として
区民に崇められてきました。
本堂では参拝者にお札やお守りの鈴がついた風船が配られ、
境内の参道では、区協議員、商工振興会の皆さんにより甘酒
が振る舞われ、おでん、焼き鳥、福飴、福だるまの露店も並
び縁日の賑わいを盛り上げていました。
8 日午前 11 時より開かれた大祭式典には、国会議員、
県・市会議員をはじめ篠ノ井地区の各区長、商工会議所
役員、歴代講長などのご来賓や薬師講員の多くの皆さま
のご出席をいただき盛大に開催できました。
ご来賓の挨拶に続き、円福寺藤本住職の法話を拝聴し、
祝宴となり 1 時頃お開きとなりました。八日堂初縁日大
祭は地域の貴重な伝統文化としてこれからも区民の皆様
とともに伝承してまいりたいと思います。

篠ノ井第二分団 消防出初式を挙行
1 月 9 日(土)午後 5 時より御幣川公民館において長野市消防団篠ノ井第二分団(村田浩一分団長 6
常会)の平成 28 年消防出初式が来賓、団員 41 名の出席のもと厳かに挙行されました。第二分団
は御幣川区、東横田区、西横田区、会区、国道区を管轄しており、各区の自主防災会長(区長)及
び自主消防隊長も出席しました。村田分団長は、あいさつの中で、団員の日頃の労をねぎらうと
ともに昨年開催されたポンプ操法大会では健闘されたことに謝意を表し、これからも安心安全な
地域作りにむけ防災活動に尽力するとの決意を述べられました。最後に御幣川区の横山自主消防
隊長により「火の用心」が三唱され、出席者一同あらためて今年の無火災、無災害に向けた取り
組みへの誓いを新たにしました。また、席上地域の防災活動に功績のあった下記団員の方々には
それぞれ感謝状が贈られました。受賞者の皆様おめでとうござました。第二分団の皆様には日夜
地域の安心安全ために防火、防災活動の取組みに献身的にご尽力をされていただいており、心か
ら敬意と感謝を申し上げます。
※御幣川区団員の受賞者は下記のとおり
・長野県消防協会 技術賞 村田 浩一さん
・長野消防協会
・長野消防協会

精勤賞 田中 秀樹さん

精勤賞 飯島 浩文さん
皆勤賞 村田 浩一さん(15 年) 皆勤賞 青木 一弘さん(10 年)
皆勤賞 飯島 浩文さん(10 年) 皆勤賞 山岸 哲也さん( 5 年)

新年に祈願

越年祭(二年参り)に長蛇の列
大晦日の 12 月 31 日夜半、幣川神社では氏子総代会の皆さん
による越年祭が執り行われました。日付が変わる頃には拝殿
の前には二年参りの参拝者の列が続き、新たな 1 年のスター
トに人々は手を合わせそれぞれ神殿に祈願し、お守りを授か
っていました。境内では、早くから祭事会、神楽保存会の皆
さんがかがり火を燃やして暖を取る参拝者を迎え入れていま
した。午前零時を過ぎるとあちらこちらで「あけましておめ
でとうございます」との挨拶が交わされ、境内は新年の清々

しい雰囲気が漂っていました。
寒い中、夜を徹して氏子総代会の皆さんをはじめ関係役員の皆さまありがとうございました。
五穀豊穣・無病息災を祈り

どんど焼き 勢いよく 天高く

1 月 11 日(祝)、地蔵公園において、正月伝統行事である「どん
ど焼き」が多くの区民の皆さんにお集まりいただき盛大に行われ
ました。穏やかな天候にも恵まれ、早朝より、PTA、育成会、祭
事会の皆さんと子供たちが常会内の各家庭を回り、しめ飾りやだ
るまなどを集め、役員の皆さんによりきれいに飾りつけられ豪華
なやぐらを築いていただきました。夕刻 4 時 30 分、祭事会新三
役の挨拶に続き燈明から点火される
と竹やだるまの破裂音が響き、火勢
が冬の夜空に駆け昇ると歓声が上が
り、役員の皆さんからはお神酒やみかんがふるまわれていまし
た。どんど焼きは、
「正月に帰ってきた神様」が空に戻っていくと
いうことから、燃え上がる炎や煙に祈願すると無病息災・子孫繁
栄・五穀豊穣にご利益があり、焼いた餅を食べると病気にならな
い、また書初めが天高く舞い上がると頭が良くなり字が上手にな
るともいわれています。これからも多くの皆様の参加のもと地域
の伝統行事として守り続けていきたいものです。

平成 28 年度 祭事会新役員決まる
ご 挨 拶

あきひろ

祭事会会長 野本 曜裕

春の訪れが聴こえはじめましたが、区民の皆さまにお
かれましてはいかがお過ごしでしょうか。
この度、28 年度祭事会長になりました 13 常会の野本
です。祭事の詳細についてはまだまだ理解不足の私で
すが、副会長の箱山さん、会計の佐藤さんをはじめ祭

副会長 箱山さん 会長 野本さん 会計 佐藤さん
(9 常会)
(13 常会)
(13 常会)

事会の役員の皆様、保存会の皆様、そして区民の皆様
のご協力をいただきながら伝統ある幣川神社の祭事を
一生懸命執り行ってまいります。
どうぞよろしくご指導をお願い申し上げます。

☆☆一投一投に歓声！ 親子ボーリング大会☆☆
育成会会長 唐木一男
1 月 23 日（土）恒例の「親子ボーリング大会」がアピナボウルにおいて、児童４５名・保護者６
名と大勢の皆さまにご参加していただき開催されました。
今週急に寒くなったので、風邪で１名の欠席者がありました。
会長の始球式により、１９のレーンでゲームが一斉にスター
ト。
４つのクラスに分かれ３ゲームの総得点で競いました。
参加した子どもさんの「ストライク」
・
「スペア」に対してのハ
イタッチ・歓声に、その姿を見ていた私たち役員・保護者の方
も、ほのぼのした楽しいひと時を過ごすことが出来ました。
大勢の皆さまのご参加ありがとうございました。
各クラスの優勝は次のとおりです。
☆小学生低学年男子 ： 羽入田七惺君（１３常会）
☆小学生低学年女子 ： 佐藤美優ちゃん（１３常会）
☆小学生高学年
： 輿葉衣根さん（１２常会）
☆中学生

： 佐藤拓実君 （１３常会）

御幣川区内 年末特別警戒巡視を実施
年末の 12 月 28 日(月)に消防団、防災指導員、自主消
防隊三役、区四役、正副協議員会長による御幣川区内
の年末警戒巡視を行いました。午後 9 時より太平観音
駐車場において村田分団長による訓示と区長及び自主
消防隊長の謝辞と激励で出発式を行い 2 班に分かれて
拍子木をたたきながら区内巡視を行いました。30 日
夜には正副常会長により各常会内を警戒巡視していた
だきました。また、
消防第二分団の皆さ
んには厳しい冷え込みの中、引き続き 30 日までの 3 日間、区内
の巡ら警戒を行っていただき、異常無しとの確認を行っていま
す。昨年も御幣川区においては無火災を誇っており、これも区
民の皆様の日頃からの防災への取組みと第二分団の皆様の地域
防災へのおかげと感謝しております。

