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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１２月の主な行事予定
12 月 1 日(木)
3 日(土)
3 日(土)
4 日(日)
9 日(金)
11 日(日)
28 日(水)
30 日(金)
31 日(土)

「御幣川区 安全・安心を考える日」(火の用心巡回等)
第 8 回協議員会(18 時 30 分 公民館)
第 7 回ふれあい会食(福祉委員会 公民館)
子供クリスマス会(PTA 主催 公民館)
自主防災会ポンプ点検(18 時 30 分 公民館)
御幣川区資源回収
年末特別警戒区内巡視 (消防団・区四役・自主消防隊三役)
年末特別警戒常会内巡視(正副常会長)
幣川神社越年祭(23 時～篝火)

長瀬協子さん(6 常会)に藍綬褒章
受章誠におめでとうございます
この度の秋の褒章で、長瀬協子さん(6 常会在住)は長年にわたり公益の
ために貢献された功績により藍綬褒章を受章されました。11 月 15 日に
法務省で授賞式があり、その後皇居での拝謁に出席されました。
長瀬さんは平成９年より、長野刑務所で二十年間篤志面接委員として
喜びの長瀬協子さん
毎月２～3 回受刑者に薬物乱用防止教育に携わってこられ、犯罪歴のあ
る人には「薬物依存症」という病気に罹っていることを伝え、回復施設のダルクの話をする
など更生への道へと取り組んでこられました。平成 21 年には厚生労働大臣より薬物・覚せ
い剤乱用防止の功労者として表彰も受けておられます。長瀬さんは「薬物により自分の人生
を狂わせないよう願う一心」で取り組んでこられたと語り、今後も体力が続く限り講壇に立
ち、一日でも早く薬物の恐ろしさ知ってほしいと訴え続けていきたいとのことです。

◆ 民生児童委員さんが改選されました ◆
11 月 30 日の任期満了に伴い､民生児童委員が改選され､宮岡千枝さん(11 常会) ､小出道惠
さん(6 常会)がご退任され､新たに宮崎美津子さん(8 常会)と飯島厚子さん(11 常会)が選任
されました。宮岡さんは 4 期 12 年、小出さんは１期３年に亘り区民の福祉増進と身近な相
談相手として支援サービスなど献身的奉仕活動に多大なるご尽力をいただきました。ここに
深く感謝申し上げます。なお、主任児童委員の古川智恵さん(2 常会)は留任となりました。
・民生児童委員(任期:平成 28 年 12 月 1 日～平成 31 年 11 月 31 日)
廉澤美代子さん(4 常会:留任) 担当 1､2､3､4､10 常会
宮崎美津子さん(8 常会：新任) 担当 5､6､7､8 常会
飯島厚子さん (11 常会:新任) 担当 9､11､12､13 常会

お宮だより

盛大に七五三祝祈願祭開催

七五三を迎えられたご家族の皆さま誠におめでとうございます。
11 月 13 日(日)午前１０時より幣川神社において、氏子総
代会の皆さまによる七五三祝祈願祭が厳粛の中にも和や
かに執り行われました。竹内宮司による神事のもと、子供
たちの健やかな無事成長を祈願していただきました。今年
は２１組のお子様とそのご家族が参加され、神殿に入りき
れないほどの賑わいでしたが、それぞれのご家族が神前に
玉串を奉奠され、神殿において大田氏子総代会会長よりお
祝いの千歳飴、お守り、紅白祝餅などが贈られ、子供たちもうやうやしく笑顔でいただいてい
ました。当日はやや肌寒い日でしたが好天に恵まれ、晴れ姿の親子、ご家族が千歳あめを携え
て境内でそれぞれ記念写真を撮られており、ほほえましい光景でした。

今年一年の豊作に感謝

新嘗祭を開催
11 月 23 日(水)幣川神社において氏子総代会の皆さん
による新嘗祭が執り行われました。この新嘗祭は、収
穫した稲穂を神前にお供えして豊作を感謝する伝統
行事で、区四役、祭事会、大神楽保存会の役員の皆さ
んが参列しました。
竹内宮司による神事が厳粛のうちに執り行われ、参列
者一同恭しく祝詞のあがった稲穂を神前に奉奠し、収
穫への感謝と御幣川区の平安無事、区民各位のご多幸
をご祈念いたしました。

大勢の皆さまのご参拝をお待ちしております
平成 29 年 第 63 回 篠ノ井八日堂初縁日大祭のご案内
開催日：平成 29 年 1 月 7 日（土）21：00～1 月 8 日（日）11：00
開催場所：宝昌寺 薬師堂
住 所：篠ノ井御幣川(御幣川 五差路１００メートル南)

芸術の秋

盛大に区文化祭開催

公民館文化部長 牧島 克洋

秋晴れの 10 月 31 日(日)に、公民館主催、福寿会、ＰＴＡ
共催の第 44 回御幣川区文化祭が御幣川区公民館で開催さ
れました。前日には公民館役員、ＰＴＡ役員により作品の
展示や飾りつけなど会場作りをしていただきました。会場
には区民の方々の絵画、陶芸、手芸、編物、書、水墨画、盆
栽、生花、アクセサリー等が、また小学生の方々からは、工
作、小作品、研究発表など 280 点ほどの多岐にわたる作品
が展示されました。いずれの作品も一芸に秀出る力作揃い
で
作品の前に足を止め見入っていました。文化祭当日は天候に
も恵まれ、多くの方々がご来場され、作品の鑑賞や用意した
お茶をいただきながら歓談されるなど楽しいひと時を過ご
していただきました。区民の皆様の作品を通して人々のふれ
あいの場として文化祭が開催されることが大切だと思えた
一日でした。皆さまのご協力、ご参加本当にありがとうござ
いました。

福寿会主催

『お楽しみ会』 で楽しいひと時

11 月 12 日(木)11 時より御幣川公民館において恒例の福寿会主催の
「お
楽しみ会」に４２名の皆さんが参加し開催されました。麻場会長、保
坂区長、神津公民館長の挨拶に続き、芸能披露が行われました。マジ
ックショーの後、桑原千加さん
(1 常会)の華麗な日本舞踊、さく
ら会の皆さんの息の合った大正
琴の演奏で会場を魅了していました。秋山前会長の乾杯
で懇親会へと移り、楽しく歓談しながらお酒も入り、恒
例のカラオケ大会となり多くの皆さんが自慢ののどを披
露していました。最後は皆で「星影のワルツ」の替え歌
を合唱しお開きとなり、楽しいひと時を過ごしました。

春が楽しみ「花咲かせ隊」が植栽
11 月 4 日(土)９時より御幣川公民館前において 26 名が参加し
て秋の植栽を行いました。
「花咲かせ隊」も４年目となればす
っかり手慣れた手つきで色とりどりの花を手際よく植栽してい
ました。今回は村田みつ子実行委員長が､新たにスズラン､百
合､アジュガを手配し､チューリップ､クロッ
カス､フリージアとともにプランターや見六
公園､通明遊園地にも植え付けを行いました。きれいに植えつけられたプ
ランターは前回と同様に､公民館､中央集会所､幣川神社､北公民館などへ配
置され､心癒される美しい街づくりになることと思います。

第２回 お茶のみサロン

ハワイアンフラダンスとギター演奏で満喫
福祉委員会実行委員長 横川あや子

11 月 12 日(土)に御幣川公民館で福祉委員会主催の第２回お茶のみサロンを開催しました。前
日まで肌寒い日々が続き雨の心配をしていましたが、当日はさわやかな秋晴れとなりホットし
ました。今回は、
『フラ・オル・オルの皆さんのハワイア
ンフラダンスと、高野正彦さんのギターの伴奏で歌いま
しょう』を企画しました。この時期にハワイアンなんて、
と思われるかもしれませんが常夏のハワイの温かい気
持ちで長野の寒い冬を乗り切って頂きたく企画いたし
ました。フラ・オル・オルの皆さんは松代を拠点として
活動している明るいハワイアングループです。会場のス
テージ中央に飾られたハワイの風景画の前で、ステージ
の上と下二列で総勢１３名のフラガールの頭には花の
冠、首にはレイを飾り色とりどりの衣装で、スチールギターの独特の音に乗ってゆっくりゆっ
くり踊りが始まり、とても見応えがありました。中ほどで「皆で踊りまショウーコーナー」を
設けていただき、レイが皆さんに配られると照れながらもレイをかけ楽しく踊りの指導をして
いただきました。ゆっくりとした踊りの中、気持ちがリラックスでき、フラダンスの人気があ
るのが解りました。 次は信更町在住の高野正彦さんは奥さ
んの早期認知症のためご自身も勤務先を早期退職され、介護
や家事の傍ら施設や公民館などでギター伴奏のボランティア
活動を行っています。温かく気さくな人柄ですが、人知れず
ご苦労が多々あったかと思いますが、そんなことは微塵にも
出さずギターを弾く姿を見て何かを感ずるところがありまし
た。そして、これからの私達に一つのヒントを貰ったように
思います。そんな高野さんのギターの伴奏で最初は皆で大合
唱し、次から次に懐かしい曲が弾かれ、今度は個々にマイクを持って歌いました。皆さん慣れ
ているのでとてもお上手でした。特に男性軍の皆さんは十八番(おはこ)をお持ちのようでその
曲になると、マイク片手に渋いのどを披露していただきました。こうして晩秋の午後のひと時
を楽しく過ごすことができました。最後に、今回で 28 年度のお茶のみサロンが終了となりま
したが前回同様大勢の皆さまにご参加、ご協力していただきましてありがとうございました。

人権教育研修

第 30 回『みんなの幸せを願う集い』開催

１１月５日(土)御幣川公民館に、中央地区の各区長、公民館役員、集会所運営委員 56 名が出
席して「みんなの幸せを願う集い」が開催されました。この集会は、差別の無い、楽しく明
るい地域つくりのために毎年開催され今年で 30 回となりま
した。講師に前若穂隣保館長の中島展明先生をお迎えし、
「10 人並でなければ役に立たないのか」というテーマで講
演していただきました。今日の高齢化する社会で増加する
認知症の方の人格・人権を見つめ直し、介護のあり方や地域
社会の受け入れ方など、社会全体の意識変化が必要である
と問題提起され、考えさせられるテーマでありました。

