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

篠ノ井あいさつ運動実施中
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１1 月の主な行事予定
11 月 1 日(火)
5 日(土)
5 日(土)
6 日(日)
12 日(土)
12 日(土)
12 日(土)
13 日(日)
17 日(木)
23 日(水)
26 日(土)

「御幣川区 安全・安心を考える日」（火の用心巡回等）
「花咲かせ隊」秋の植栽(9 時 公民館)
人権研修会「みんなの幸せを願う集い」(19 時 公民館)
育成会資源回収(8 時～回収)
第 2 回お茶のみサロン(福祉委員会 13 時 30 分 公民館)
第７回協議員会(16 時 30 分 宝昌寺)
八日堂初縁日大祭実行委員会(17 時 30 分 宝昌寺)
七五三祝祈願祭 (氏子総代会 10 時 幣川神社)
福寿会「お楽しみ会」(11 時 公民館)
新嘗祭 (氏子総代会 15 時 幣川神社)
第３回 環境美化推進委員会(19 時 公民館)

50 回記念市民大運動会開催

健闘の B 組３位

10 月 10 日の体育の日、爽やかな秋晴れのもと、第 50 回篠
ノ井中央分館主催の市民大運動会が開催され、御幣川区か
らは選手と応援の皆さん 100 余名参加しました。
篠ノ井中央地区の 17 の区が参加し、通明小の金管バンドに
よる演奏パレードの後、御幣川区の代表選手はＢ組として
各競技に出場しました。今回は、50 回記念大会ということ
で、各区による応援合戦も採点の対象となり、御幣川区は区
区対抗 応援合戦模様

のシンボルでもある

大きな御幣と区旗を掲げ、全員でハッピの着用とひときわ
目立つピンク色のゼッケンを付けて大島応援団長(8 常会
長)の掛け声のもと、優勝を目指し太鼓と大きな声援でア
ピールしました。競技はボール送り 400ｍリレー(女子)で
１位、百足競争(男
子)、人生リレー
(男・女)で２位となるなど健闘しＢ組で３位となりまし
た。選手の皆さんは大変お疲れ様でした。競技終了後は参
加者全員で篠ノ井音頭を踊り記念大会は閉会となりまし
た。常会役員の皆さんそして大勢の区民の皆さまのご参
加とご協力ありがとうございました。

幣川神社秋季例大祭 厳かに開催
9 月 24 日、25 日の両日、幣川神社秋季大祭が氏子総代
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。24 日の宵祭りでは区内を御神楽が巡行し各所で
獅子舞が奉納されました。25 日の本祭では大祭役員及
び区、各常会長が一堂に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
土俵へ神楽が奉納され恒例の子供奉納相撲大会が開催さ
れました。

秋季大祭を終えて

祭事会会長 野本 曜裕

秋の長雨のつかの間の晴れ間に、恒例の秋季大祭を幣川神
社で執り行いました。前週からの神楽の練習、宵祭り、神
事、そして奉納子供相撲大会と多くの方々のお力沿いを頂
き無事に終えることができました。また、区民の皆さまに
は多大なご寄付を頂戴し誠にありがとうございました。恒
例の秋季大祭が盛大に執り行う事が出来たのも区民の皆さ
まのご理解、ご協力
があってこそと思い
ます。相撲を奉納する子供たち、またそれを観戦し応援
する方々の姿を拝見し、御幣川区の明るい未来を見たよ
うに思います。そして、この伝統を続けていく大変さと
重要性を改めて噛みしめました。

奉納子供相撲大会 入賞おめでとう!
・四年生 女子 優勝 市川はるかさん
・五年生 女子 優勝 青木ミユさん
・六年生 女子 優勝 小林かえでさん

・男子 優勝 古平大和君
・男子 優勝 窪田一輝君
・男子 優勝 平林千祐君

準優勝 新井優吾君
準優勝 伊藤春輝君

火除けの神様 秋葉社例大祭も執り行われる
10 月 15 日(土)毎年恒例の秋葉社例大祭が 2 常会(宮本亮
常会長)の皆さんにより執り行われました。公民館前の秋
葉社石祠の前において竹内宮司により厳かに神事がおこな
われ、地域の平安無事を御祈願していただきました。この
秋葉社は火除けの神様で、昭和の初期にこの地域に火災が
多く発生したため、昭和 10 年に幣川神社より分神された
ものです。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、皆で無火災を誓うとともに、和やか
に地域の皆さんは親睦を深めていました。

福寿会 秋季保養旅行

福寿会会長 麻場 武夫

恒例の福寿会の秋季保養旅行を 10 月 19 日、２０日に
1 泊の日程で白馬八方温泉へ行きました。
初日はホテルで昼食後、ゴンドラ、リフト、またリフ
トを乗り継ぎ頂上まで行きました。天気も良く、
360゜のパノラマから見る景色は紅葉と青空のコント
ラストに上った全員で歓喜の声をあげました。夜はカ
ラオケを楽しみ、皆で親睦を深めました。今回の参加
者は 16 名と少数でしたが、今後大勢の皆さまに参加
していただき保養旅行を楽しみたいと思います。皆さまのご参加をお待ちしています

商工振興会も研修旅行実施
好天に恵まれた 10 月 16 日（日）に御幣川商工振興会
(竹内保夫会長)の秋の研修旅行には２３名が参加し、
山形村清水高原「スカイランドきよみず」で行われま
した。標高 1300ｍの高原では紅葉も始まり、キノコ狩
りはあいにく入山規制のためできませんでしたが、温
泉につかり部屋での懇談後食事を満喫し会員相互の親
睦を深めた楽しいひと時を過ごしました。
商工振興会の皆さんには、八日堂初縁日をはじめ区の
行事には大変ご協力をいただいており、感謝するとともに益々のご発展を祈念します。

人権同和教育

四者懇談会開催

10 月 12 日(水)御幣川公民館において、通明小学校、篠ノ井東小学校、篠ノ井東中学校の各校長、
先生方及び各校 PTA、中央集会所運営委員の 50 名が参加して四者懇談会が開催されました。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、一人ひとりが人権問題を身近なものとして
考え、各学校と地域の意見交換の場として毎年開催され
ています。講師に「人権センターながの」の中本佳代子
先生をお迎えして、人権センターに寄せられた人権問題
の相談について講話をしていただきました。その中で、
部落差別、障がい者差別、児童・高齢者虐待など最近起
こった事例をあげ、この問題に対する取組みについて説
明がありました。被害者は黙っているのではなく助けを求め、差別の現実を知ってもらうことが
解決に向けて重要であると訴えていました。その後、各学校における「人権教育の現状と課題」
について先生方より発表がありました。生徒自ら社会に存在する偏見や差別の実態を直視し、潜
在的差別意識に気づきその解消に向けて正しい人権感覚や人権尊重を実践する教育を行ってい
ます。一人ひとりを大切にする子供たちの『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。

育成会主催

「はーとふるコンサートⅡ」開催

育成会長 唐木一男

さわやかな秋空の１０月１６日（日）御幣川公民館にて、奏様に
よる「はーとふるコンサートⅡ」を開催しました。子どもさん２
３名・保護者１0 名・育成会役員他２７名と
多勢の方が参加され、芸術の秋のひと時を
楽しく過ごすことができました。今回は、サ
ックスによる「ルパン三世のテーマ」
・
「千本
桜」の演奏があり、今年の大河ドラマから
「真田丸メインテーマ」の演奏、そして会場
の皆さんと一緒に「まっかなあき」
・
「もみじ」を合唱、昨年以上の盛り上が
りを感じました。本当に企画して良かった・・・。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。

「通明小学校通学区野球大会」開催
10 月８日(土)秋空の下、通明小学校通学区大会が、千曲川河
川敷グランドにて開催されました。参加したチームは、会エ
ース・御幣川と横田・唐臼・高田の２チームで、Ａ・Ｂ・Ｃ
と三つのクラスに分かれ試合が行われました。それぞれの試
合で、子どもたちの元気はつらつとしたプレーに、会場にい
た我々も大きな声援を送っていました。白熱した試合は、Ａ・
Ｂは横田・唐臼・高田、Ｃは会エース・御幣川が勝利という
結果でした。野球をやる子どもが減って２チームとはなって
いますが、今後も大会が開催されるよう野球をやる子どもさんを勧誘していきたいと思いました。

「篠ノ井大会」 に参加して

６年

唐木 智矢

８月７日の日曜日に野球の篠ノ井大会が茶うす山グラウンドであり
ました。会エースおんべ川少年野球は第一回戦で二ツ柳・柳沢少年野
球と対戦しました。ぼくは三番ファーストで出場しました。緊張してバッ
ターボックスに入ったせいか、相手のピッチャーの球がとても速く感じ
ました。コントロールもよくていい当たりが出ませんでした。守りでは、
相手にヒットを打たれてしまい最後まで逆転できずに大差で負けてしま
いました。二ツ柳・柳沢少年野球には、ぼくと幼稚園が同じだった友達
がたくさんいたので、負けてしまいとても悔しかったです。次回対戦することがあったら、緊張せずに全
力を出せるように、がんばって勝ちたいと思いました。

第 23 回福祉バザーへの寄贈の御礼
10 月 16 日(日）に開催された第 23 回篠ノ井地区住民福祉バザーには区民の皆様より多くの寄
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。
今般のバザー会場では 1,285 名の入場者があり、148 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。今後ともご理解とご協力をお願い致し
ます。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 216 点 ・日用雑貨品 247 点 ・食料品 61 点 ・農産物 6 点 計 530 点
皆様のご協力ありがとうございました。

