
                        

     

  

区民の皆さまのご健康とご多幸をご祈念申し上げます

区民の皆様には、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。昨年は第 50 回を記念する区民運動会をはじめ合戦祭りや防災訓

練、文化祭などの区の行事活動に多くの区民の皆さま、役員の皆さまのご協力により盛大

に行うことができましたことあらためて厚く御礼申し上げます。また、幸いにして当地域

では大きな災害、事故も無く平穏でありましたが、引き続き、本年も「安心・安全な街つ

くり」に取り組むとともに、行事活動を通じて地域のふれあいによる「活力ある明るい街

つくり」を役員一体となり推し進めて参りますので本年もご理解とご協力をよろしくお願

い申し上げます。今年の干支は「酉」ですが、「とり」は「とりこむ」とも言われ、「酉の

市」が開催されるなど商売などでは縁起の良い干支とされ、更に「運気」も取り込める年

といわれています。平成 29 年は 29(福)の年、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。

１月 1日(祝) 「御幣川区 安全・安心を考える日」

2日(月) 御幣川区「新年おめでとう会」(10時～公民館)

7日(土) 第 63回篠ノ井八日堂初縁日大祭( 21時～宝昌寺)

8日(日)           〃        (～11時 宝昌寺)

7日(土) 消防団第二分団出初め式(17時 公民館)

14日(土) どんど焼き(14時 30分～ 通明公園)

14日(土) 第 9回協議員会(19時 公民館) 

15日(日) 御幣川区資源回収

28日(土) 第 8回ふれあい会食(公民館 福祉委員会)

3 日(火) ・9 常会(10 時公民館)

15 日(日)
・1 常会(13 時公民館 2 階) ・3 常会(10 時公民館 1 階)

・6 常会(12 時北公民館 2 階) ・11 常会(9 時 30 分公民館 2 階)

21 日(土) ・2 常会(13 時 30 分公民館 2 階)

22 日(日) ・4 常会(11 時公民館 1 階) ・8 常会(11 時 ひさご) ・13 常会(12 時公民館 2 階)

29 日(日)
・5 常会(12 時北公民館) ・7 常会(11 時 丸十)

・10 常会(10 時 30 分公民館 1 階) ・12 常会(10 時 公民館 2 階) 

※各常会総会新年会(開催場所・時間については再度確認してください)

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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篠ノ井地区青少年健全育成集会

12 月 4 日(日)通明小学校体育館において、篠ノ井住民自治協議会公民館交

流部会主催による長野県川上村出身の宇宙飛行士油井亀美也さんの講演会

が開催され、篠ノ井地区の小中学生、保護者をはじめ 1000 名近くの大勢

の皆さんが聴講されました。油井さんは平成 27 年６月から約 6 か月間宇

宙ステーションに滞在し、宇宙環境を利用した科学実験や植物実験の他、

船外活動のサポートなどに活躍されてきました。校内

の多目的ホールには宇宙へのあこがれのきっかけとな

った望遠鏡やロケットの見本が展示されていました。

講演ではプロジェクターを使用して、宇宙から見た地

球や長野県の姿や宇宙船の中での生活の様子などわか

りやすく説明されていました。また、講演後は多くの

子供たちから質問が出され、「どうしたら宇宙飛行士

になれるのか」などの質問に油井さんは質問者のとこ

ろまで駆け寄り丁寧に答えていました。子供たちには夢を持ち、その夢に向かって努力し、あ

きらめないことが大切と力強く訴えていました。宇宙飛行士の生のお話を聞いて子供たちも有

意義な一日であったことと思います。

油井亀美也さんのお話を聞いて     小学 4 年 宮本あすか (2 常会)

ＪＡＸＡ宇宙ひこう士の油井きみやさんが通明小学校体育館でこうえん会を行ってくれてうれしかっ

たです。うちゅうから見た地球のえいぞうや写真ではとてもわかりやすい説明をしてくれました。

国さい宇宙ステーションで生活している様子を見て「大変そうだな」や「天じょうもおそうじてきてラク

そうだな。」と思いました。こうえん会の中で「君たちが大人になるころはとんでもないことになってい

ると思います」と言ったのを聞いて「火星に住めるようになるのかな」と思いました。最後の質問タイ

ムで「宇宙のごみはどうして進むのですか」と聞くと「宇宙には空気のていこうが無いので一度進む

ともう止まらないんです」と教えてもらいました。油井さんのお話はとても楽しくためになりました。

辰巳新道拡幅改良   早期実現に向け県に陳情

10 月 21 日（金）辰巳新道の拡幅改良の早期実現に

むけて、須坂昌博期成同盟会会長をはじめ県・市議

及び常任理事により県長野建設事務所へ陳情を行い

ました。陳情書には、区民の皆さんから寄せられた

アンケート調査を添えて、須坂会長より「一刻も早

く危険道路の解消に向けて改善を要望する」旨申し

入れを行いました。この拡幅計画については、昨年

7 月に地区説明会を開催したところですが、予定どおり御幣川五差路～県道交差点付近までは

11 月に土地測量が実施されました。29 年度以降は詳細設計及び用地測量、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が、工事の完了時期が不確定であり、更に国道 18

号線(バイパス)までの計画については不透明のため、昨年に続き陳情を行いました。山岸事務

所長からは、「地域の皆さんのご理解を頂き、早期実施に取り組む」旨の回答がありました。

宇宙飛行士 油井亀美也さんの講演会開催



楽しくクリスマス会を開催しました

12 月 4 日(日)、御幣川公民館において児童・生徒参加人数 104 名と大勢の皆

さんにご参加をいただき、ＰＴＡ主催のクリスマス会を開催しました。開会式

のクリスマスツリー点灯式では、ツリーが倒れてしまうハプニングがあり、違う意味での「転

倒式」となりましたが……忘れられない思い出と

なりました。今年度は、‘‘みんなで楽しくゲーム

をやろう’’と計画し、通明小学校と御幣川地域に

関する問題や時事とアニメの問題を役員の皆さん

に考えていただき、〇×ゲームを行いました。正

解するたびに子供たちから歓声があがり楽しくで

きました。休憩後には中学生有志によるダンスパ

フォーマンス(ポッキーダンス)や恒例のビンゴゲー

ムをやり、恥ずかしながらも一生懸命にダンスを

披露してくれた中学一年生の皆さん、早くビンゴをしたいと真剣な表情でビンゴをやっている

子供たちの姿がとても印象的でした。ハプニングありのクリスマス会でしたが、子供たちにと

っては楽しい思い出の一つとして残ってくれればと思います。最後に、司会・進行やクリスマ

ス会を盛り上げてくれた小学 6 年生・中学生の皆さん、そして開催準備や運営にご協力頂きま

した育成会の皆様、常会役員の皆様ありがとうございました。た

くさんの皆様にご協力を頂き、1 年間のＰＴＡ行事を締めくくる

ことができました。

楽しい思い出クリスマス会     ６年 小林 楓

12月 4日 日曜日にクリスマス会がありました。クリスマス会の〇×ク

イズ、中学生のダンスパフォーマンス、ビンゴゲームがありました。〇

×クイズでは、小学校のこと、アニメのことをやりました。地域のことは昔のクイズが出されたので難

しかったです。次に中学生のダンスパフォーマンスですが、３人しかいませんでしたので６年生も踊

るよう言われましたが、恥ずかしくてうまくできませんでした。最後にビンゴゲームをやりました。景品

のディズニーのポーチ、メモ帳がかわいかったのでうれしかったです。来年は中学生なので、この

ような色々な楽しい行事に参加できるか分かりませんが、すべて楽しい思い出になりました。

楽しかったクリスマス会       ６年 山岸 里帆

12月 4日 御幣川区のクリスマス会がありました。

1 年生の時から毎年楽しみにしているクリスマス

会ですが、今年は 6 年生なので、役員のお母さ

んたちと準備をしたり、司会進行をしました。毎

年、6 年生や中学生の人たちは大変だったなあと感じました。

でもうまくいってよかったです。〇×ゲームやビンゴ大会はす

ごく楽しかったです。〇×ゲームは学校の問題が多かったで

す。通明小学校の事は、いろいろ知っていると思っていたけれ

ど、またまだ知らないこともあるんだなあと思いました。ビンゴゲ

ームは 3 番目にできてうれしかったです。小学生最後のクリスマス会は、とても楽しかったです。中

学生になっても参加をしたいです。

ＰＴＡ会長 塚田 早苗



『さよなら市民会館 お別れの会』 開催

12 月 3 日(土)、篠ノ井市民会館において「さよなら市民会館お別れの会」の催しが行われまし

た。現在の市民会館は、昭和 42 年に建設され、この間、成人式や各種の催し、結婚式など多く

の市民の皆さんに利用されてきましたが、新たに篠ノ井総合市民センターの建設に伴い、平成29

年2月に閉館となるため最後に感謝と思い出になるよう企

画されたものです。午後 1 時よりステージ発表会があり、

通明小学校の合唱をはじめ各小中学校の吹奏楽の演奏や人

形劇、市民コーラスグループの皆さんが市民会館の思い出

をかみしめながら最後のステージを熱演していました。市

民会館は来年 6 月ごろ解体され、跡地に篠ノ井支所と篠ノ

井公民館が新築され、総合市民センターは平成 31 年 1 月

ごろオープンされる予定となっています。

自主防災会ポンプ点検実施  冬は火災に要注意を !!
12 月 9 日(金) いざという時に備えて自主消防隊

による第３回ポンプ点検が実施されました。

点検後の打合せ会議では、第二分団田中第一部長

及び横山自主消防隊長より「平成 28 年は御幣川

区内では火災は発生しなかったが、これからも地域一体と

なって、無火災に向けて取り組みましょう」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、雪かき、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、

支所の窓口又は常会長、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。

皆様の健康と、災難滅除、交通安全をお祈りし、今年も下記の日程で八日堂

初縁日大祭が行われます、大勢の皆さまのご参拝をお待ちしております。

☆ １月７日（土）午後９時～１月８日（日）午前１１時

 参詣者全員に、縁起物、厄除けの甘酒を振る舞います。

 お守り、福だるま、熊手、福あめ、おでんの販売をしています。

☆ 場所 宝昌寺境内 薬師堂

第 63 回 篠ノ井八日堂初縁日大祭のご案内


