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９月の主な行事予定
9 月 1 日(木）
3 日(土)
4 日(日）
10 日(土）
11 日(日)
15 日(木)
17 日(木)
18 日(日)
24 日(土)
25 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）
第 5 回ふれあい会食（福祉委員会）
第 50 回御幣川区民運動会(通明小グランド 8 時 30 分開会式)
第 50 回市民運動会打合せ会(19 時～ 公民館)
御幣川区敬老会(10 時受付 公民館)
都市排水対策委員会(19 時公民館)
第 2 回環境美化推進員会(19 時 公民館)
御幣川区資源回収
秋季大祭宵祭り神楽奉納
秋季大祭 子供相撲大会

境内に笑顔あふれる踊りの輪
公民館 教養部長 橋詰 祐司
お盆の１４日、１５日の両日、幣川神社境内にて、公
民館主催の盆踊り大会を開催しました。例年ですと台
風等による雨での中止が心配されましたが、今年は両
日とも天候に恵まれ、大勢の皆さまに足を運んで頂き
盛大に開催することができました。今年は、太田みつ子
様と酒井利子様に踊りの先生として踊りの輪の先頭に
立って頂き、太鼓のリズムにあわせ「炭坑節」
「東京ス

カイツリー」
「さざえさん」等を大勢の皆さまに参加していただき楽しく踊りました。両日にわ
たり育成会の皆さんによる恒例の「金魚すくい」や「かき氷コーナー」も開設され大勢の子供た
ちで賑わっていました。また、踊りの休憩中には、PTA の皆さ
んによる「花火大会」も行われ、美しい光と煙の中で子供た
ちも歓声を上げ楽しんでおり、とても和やかな雰囲気に包ま
れていました。この盆踊りが
夏の楽しい思い出になれば
幸いです。早朝よりの準備や
後片付けなど期間中、怪我も
なく無事終了できましたこ
とから、御幣川区の団結力をとても感じられ、来年以降も引き
続き盆踊りを行っていただけたらと思います。

御幣川連 真夏の祭典 びんずる踊りに多数参加
「第 46 回篠ノ井合戦祭り」が 7 月 30 日(土)に篠ノ井駅前通りで盛大に行われま
した。やや涼しくなった夜の７時からは、30 連 2000 名が参加したしたびんずる踊り
には御幣川区連も揃いの法被や豆しぼりで 200 名が参加
し、連の先頭には子供連と女性連が元気よく声をかけな
がらしゃもじで拍子をとりながら踊りを楽しんでいまし
た。9 時に「信濃の国」の合唱で終了となりましたが、当
日は好天に恵まれ、見物には浴衣姿の老若男女も多く見
受けられていました。今年も踊りの輪に多くの区民の皆
さまが参加していただき、また、子供たちとともに、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。ありがとうございました。

子供みこしも元気に巡行
夜のびんずる踊りに先立ち、午後 1 時からは猛暑の中、
御幣川区の「子供みこし」に 46 名が２基に分かれ区内を
巡行しました。暑さを吹き飛ばすような大きな声で「わっ
しょい・わっしょい」
「家内安全」
「商売繁盛」と練り歩き
ました。その後、芝澤公園に集合し、３時より篠ノ井各地
区の参加による子供みこし 17 基とともに駅前通りを巡行
しました。
「子どもみこし」に参加して

６年 新井 仁

ぼくは、７月３０日におみこしをかつぎました。ぼくにとってこれが最後のおみこしです。そして皆
が集合したら、商売繁盛ワッショイ・ワッショイや、家内安全ワッショイ・ワッショイのかけ声の練習
をして出発しました。十件以上回りました。さらにとっても暑かったのでとってもつらかったです。で
も、休憩の時には、アイスや飲み物などがたくさん出て、とてもおいしくて、気持ちがよかったです。
最後には、篠ノ井の地区全体で、駅前通りを回って終わりました。最後のおみこしでさみしい気持
ちはあるけれど、とっても楽しくていい思い出になりました。

子供お神楽 熱心に練習
御幣川区の伝統芸能であるお神楽の保存継承にむけ、子供たちが幣川神社の社務所におい
て、笛や太鼓など大神楽保存会(中村英男会長)の皆さんによる指導のもと、熱心に練習に取り
組んでいます。夏休み中には、１０名の子供たちが
７月 26 日(火)から 28 日(木)まで集中して練習を行
いました。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。
どうぞお楽しみにして下さい。

夏休み「親子工作教室」を開催
育成会会長 唐木 一男
８月 6 日(土)１０時より御幣川公民館において育
成会主催の「夏休み親子工作教室」が開催されま
した。今回は、エコに関心を持って頂きたいとの
思いを込めて「ペットボトルエコライト」の制作
を計画しました。小学生 62 名、保護者・役員 40
名と多くの皆さんの参加により公民館大広間がい
っぱいとなり、大変盛況のうち行われました。親
子で相談をしたり、保護者の方が手伝う姿に我々も含め参加した人が楽しく和やかなひと時を
過ごすことが出来ました。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。
「親子工作教室にさんかした事」

３年

滝沢 くるみ

朝、十時から公みん館で親子工作教室にさんかしました。父となる太といっしょに太ようこうのラ
イトを作りました。作り方のせつめいしょを見ながら、はさみで切ったりボンドでつけたりして、じ
ゅん番に作っていきました。父は、ざいりょうになる、ペットボトルを切ってくれました。出来てきた
とたん、かたづけになって、お昼になりました。食べ終わると、かたづけになって終わりのあいさ
つをしました。夜、暗くなっても、ライトを使うのが楽しみです。

第 4 回ふれあい会食

プロによる手打ち蕎麦を満喫

8 月 6 日(土)に行われた福祉委員会による第 4 回ふれあ
い会食は、本格的なプロによる手打ち蕎麦を楽しんでい
ただこうと民生児童委員の宮岡さんの取り計らいで、国
道区にお住まいの三澤さんに会場で実演をしていただ
き、打ち立てのお蕎麦を出席者全員でおいしくいただき
ました。三澤さんは、市内の有名なそば店で長年にわた
り勤務された経験が
あり、当日は、素材にこだわり信濃町より「霧下そば」の
そば粉と安曇野の柔らかい水(軟水)を用意していただき、
水回しやこね方、のし方などの説明をしながら打っていた
だきました。ゆでたての蕎麦に役員の皆さんの心こもって
作られた季節の野菜天ぷらが添えられ、さながらお店で味
わう本格的な手打ちそばに満喫していました。
公民館からのご案内
◆ 祝 第 50 回記念 御幣川区民運動会 通明小ブラスバンド出演
・開催日時 9 月 4 日(日) 開会式 午前 8 時 30 分
・会

場

通明小学校 グランド

※地域のふれあい、健康増進のため皆さんの参加をお願いします。

アンケート調査へのご協力ありがとうございました。
辰巳新道改良期成同盟会会長 須坂 昌博
辰巳新道道路拡幅の早期実現に向け、区民の皆さまへアンケート調査をお願い致しましたがご
協力ありがとうございました。貴重なご意見をこれからの活動に役立てて参ります。主な集計
(抜粋)については下記のとおりですが、詳細は別途ご報告いたします。
アンケート集計(抜粋)
六区合計 (御幣川、西横田、東横田、国道、昭和、会)
配布総数
3,039
回答総数
1,402
回収率
47%

性別
家族に子供
利用
男
719 いる
296 通勤
女
623 いない
1,080 通学
買い物
生活道路

273
114
110
667

歩いて危険
ある
755
聞いたこと
212
無い
251
回答無し
184

自転車等危険
ある
922
聞いたこと
134
無い
232
回答無し
114

ご意見
拡幅要望
歩道設置
その他賛成
安全対策
反対意見
回答無し

295
488
113
38
6
460

127
62
261
275

歩いて危険
ある
338
聞いたこと
67
無い
92
回答無し

自転車等危険
ある
385
聞いたこと
52
無い
74
回答無し

ご意見
拡幅要望
歩道設置
その他賛成
安全対策
賛成意見
反対意見

141
212
5
31
389
5

【再掲 御幣川区集計分】
配布総数
1,045
回答総数
540
回収率
52%

性別
家族に子供
利用
男
284 いる
112 通勤
女
233 いない
394 通学
買い物
生活道路

◎辰巳新道の現地測量調査が始まりました
７月 26 日(火)御幣川公民館において、長野建設事務所による辰巳新道(岩野二ツ柳線)の拡幅工
事に伴う測量調査の説明会が開催されましたが、８月１７日より１１月末まで地形測量及び路
線測量が行われます。辰巳新道は、平成５年に都市計画道路として指定され、利用者の安心・
安全の確保及び地域の将来発展にむけた整備事業計画を進めてきましたが、この度ようやく測
量調査が行われることになりました。
五差路から国道 18 号(バイパス)までの 800ｍが計画路線となっていますが、今回は一期分とし
て御幣川五差路～県道交差点付近までが測量区間となります。計画では今年度は測量を行い、
29 年度以降詳細設計及び用地測量をし、それに基づき再度説明会を開催します。その後用地折
衝を経て工事着工の運びの予定となっています。

御幣川区自主防災会

ポンプ定期点検を実施

８月 5 日(金)御幣川区自主消防隊(横山隊長)による消
防ポンプの稼働状態の点検を行いました。その後の会議
には篠ノ井第二分団の役員も参加していただき、隊員相
互による地域防災への取組みについて意識合わせを行い
ました。会議では、横山消防隊長より御幣川区内に設置し
てある全消火栓を点検したところ、ホースがかなり劣化
しており、改善が必要との話があり、取り急ぎ６本を交換

ポンプ点検模様

しましたが、今後、逐次取り組んでいくこととしました。
また、今年の夏の防火運動は７月 23 日～８月 21 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ました。
私たちも、日頃から「無火災」にむけた防災意識を持ち、注意・点検を励行しましょう

