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連載:阿左美の歴史・地域の文化財 ５  浅海八幡宮と生品神社浅海八幡宮と生品神社浅海八幡宮と生品神社浅海八幡宮と生品神社 

 阿左美沼の南岸にこんもりとした丘陵が目に入ります。境内にはクロマツ、アカマツ、ヤマツツジ、スギ等が林

立していて、その頂上に浅海八幡宮が祀られています。延宝2年（1674）に八幡祭を行った記録がありますので

その頃の創建かと推定されます。 

 京都岩清水八幡宮より祭神を分霊したと云われ、家運隆昌、武

運長久、子育守護の神として崇められ、毎月1日と15日にお参り

します。氏子は3区上原と1区北山、桜塚の人々です。 

 荒神山の北端から西南500ｍの所に生品神社があります。周囲

は平地林で巨木がよく管理されています。江戸時代の画家渡辺

崋山は紀行文で｢生品の森｣について伝えています。 

 創建は元禄7年（1694）とされ、当地の藤生一門ら百余人の氏

子によって建てられました。 

 3月15日は杓子稲荷大祭、4月15日春季大祭、10月19日には

秋季大祭が行われます。氏子は2区横町、下原、3区仲町の人々

です。 

納涼祭延べ納涼祭延べ納涼祭延べ納涼祭延べ2,0002,0002,0002,000人が参加人が参加人が参加人が参加    
 7月26日（日）、三区公民館にて納涼祭

が盛大に開催されました。 

 午後5時20分から行政、公民館主催の

子ども八木節、ひまわりコーラスの合唱、

みずほ会による日本舞踊、昨年に続き魅

惑的なベリーダンス、トリは三区八木節愛

好会による八木節の熱演で最高潮に達

しました。最後は恒例のお楽しみ抽選会

が行われ、午後9時過ぎに閉幕しました。 

 三区納涼祭の特徴は、各出演団体はじ

め協力員スタッフたちが役割や連携を理

解し目標に向かって協力する体制が

整っていることです。お祭りは大勢の

人々が集まり、顔を合わせ、話をするそこ

に笑顔が生まれ交流が始まり地元意識

や地域づくりに繋がっています。特に子ども八木節に参

加している子

どもたちや父

兄 の 方 々 が

将 来 地 元 の

仲間づくりと、

祭りの担い手

となってくれ

ることが期待

されます。 

 テント内で

は オ ー プ ン

キッチン風模擬店が行われ、各種協力員スタッフ

は猛暑の中、汗だくで頑張っていました。区民の

皆様に自慢の調理品を味わっていただきたいとい

う姿勢におもてなしの精神を感じます。 

 また、今年で5回目となる東北復興応援キャン

ペーンとして福島県の桃を販売していましたが、

来場者のご協力で完売したそうです。 

 納涼祭は区を代表する大イベントです。こんな

に素晴らしい賑わいを醸しだす行事の継続と企画

から会場準備、運営、後片づけなどこれらを支え

るスタッフ皆さんのご努力に、敬意と感謝を表しま

す。大変お疲れ様でした。 

丘の上に佇む浅海八幡宮丘の上に佇む浅海八幡宮丘の上に佇む浅海八幡宮丘の上に佇む浅海八幡宮    

好評の焼きそばにスタッフは大忙し好評の焼きそばにスタッフは大忙し好評の焼きそばにスタッフは大忙し好評の焼きそばにスタッフは大忙し    

八木節踊りも加わって、祭り気分も盛り上がります八木節踊りも加わって、祭り気分も盛り上がります八木節踊りも加わって、祭り気分も盛り上がります八木節踊りも加わって、祭り気分も盛り上がります    



子ども祭り、笑顔がはじける子ども祭り、笑顔がはじける子ども祭り、笑顔がはじける子ども祭り、笑顔がはじける    
 真夏の太陽の光が燦々と降り注ぐ中、育

成会が主催する三区子ども祭りが納涼祭

と合わせて午後2時から開催されました。 

 大勢の子どもたちが集い、小さい子はお

母さんと一緒に、ヨーヨー釣り、スーパー

ボール、ストラックアウトなど思い思いの

ゲームに熱中していました。はじける子ど

もの笑顔に、企画・運営に携わった育成会

スタッフの苦労も癒やされるようです。 
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我が家の自慢料理我が家の自慢料理我が家の自慢料理我が家の自慢料理    
 今回はおつまみにお薦めの料理を二品紹介します。 

１品目は枝豆のニンニク炒めです。作り方はみじん切りニンニク

をオリーブオイルで炒め、そこにゆで上げた（塩少々）枝豆を入

れ、め ん つ ゆ

（お好み、適量）

で味付け仕上

げます。ちょっと

ジ ュ ー シ ー な

ガーリック枝豆

の出来上がりで

す。 

 ２品目は新玉

ねぎを使った簡単ヘルシー料理です。作り方は新玉ねぎの上

下を切り、少し切れ目を入れたあと耐熱皿に乗せラップし、600

ワットの電子レンジで約5分加熱のあとは、盛り付けて、かつお

ぶしと味付けポン酢でいただきます。主婦M                     

伊勢崎県道拡幅説明会に伊勢崎県道拡幅説明会に伊勢崎県道拡幅説明会に伊勢崎県道拡幅説明会に150150150150人人人人    
 桐生伊勢崎線阿左美大原工区、全長約

3km(内みどり市約2km) の説明会が、7月28

日に笠懸公民館で行われ、地元住民らおよ

そ150人が出席しました。 

 用地測量は本年10月から始まり、平成30

年4月から工事が開始され、土木事務所で

は、平成35年頃には完成させたいとしてい

ます。また、阿左美駅前から下原交差点ま

でを優先して進めるとのことです。 

 道路構造は、中央分離帯を設けた4車線

で、右折レーン部分は5車線となります。道

路幅員は25メートル前後となる予定。 

 阿左美駅周辺では東小学校へのアン

ダーパスは道路拡幅により通行が困難にな

ることが予想されていますが、改善案は示さ

れていないため、具体的な設計がどのような

ものになるか注目されます。 

ボールの行方に集中する子ども達ボールの行方に集中する子ども達ボールの行方に集中する子ども達ボールの行方に集中する子ども達    

笠懸町子ども会球技大会笠懸町子ども会球技大会笠懸町子ども会球技大会笠懸町子ども会球技大会    善戦！３位善戦！３位善戦！３位善戦！３位    
 6月14日（日）に笠懸中学校体育館で、子ども会夏季球技大会

が開催され、 三区からはドッジボールの部に、1年生から6年生

までの男女混合チーム、11名が出場しました。 

 6チームが総当たり戦の大会形式で、三区はキャプテンの藤田

トキオ君を中心に1年から6年生までの選手が力を合わせて試

合をした結果、第3位となりました。 

 また、1年生～3年生のジュニアチームのゲームも行い、低学年

の子ども達も楽しい球技大会になったようです。 

 荒川副会長は「高学年の力強いゲームとジュニアの楽しい

ゲームを組み合わせた大会内容で、真剣な

顔と笑顔の見える楽しい時間を過ごすこと

が出来ました。秋季大会も入賞目指して練

習を頑張ります。随時メンバーを募集中で、

気軽に見学に来てください」と話していまし

た。出場メンバーは次のとおり。（敬称略）監

督：渡邉隆之、メンバー：藤田トキオ、大川拓

真、赤石匠、津久井智也、荒木玲音、金井莉

紗、藤田華音、藤生愛琉、和泉大和、鈴木陽

太、藤田杏那 

 三 区 納 涼 祭 の プ ロ

ローグとなるのが、八坂

神社のたらい御輿で

す。 

 たらいに水を張った

御輿に、沿道から水を

かけるもので、猛暑の

中で、冷たい水に子ど

も 達 の 歓 声 が 響 き ま

す。 

5555番を目指して熱投番を目指して熱投番を目指して熱投番を目指して熱投    

猛暑の中、冷たい水が気持ちいい猛暑の中、冷たい水が気持ちいい猛暑の中、冷たい水が気持ちいい猛暑の中、冷たい水が気持ちいい    
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パソコン教室パソコン教室パソコン教室パソコン教室16161616人が参加人が参加人が参加人が参加    
 三区公民館と区内の情報を伝える｢さんくす｣との共催で、

教養講座としてパソコン教室を6月15日から7回行いました。 

 教室はITサポート代表の吉永みゆきさんを講師に迎え、さ

んくすの広報委員がアシスタントを務めました。 

 これは、さんくすの広報委員を募集する過程で、パソコ

ンに不慣れな人が少なくないこと、区の行事にかかわる

各種団体でも、書類作成や帳簿の作成などに際し、「パ

ソコンを活用したい」といった声を受けて実現しました。 

 カリキュラムの内容は文章を作るWordの基礎を3回、

表計算ソフトのExcelの基礎。 

 参加者は、本人又は家族がパソコンを所有している事

から、多少は操作できるものの、Excelは初めてという初

心者もいました。しかし、分かりやすい説明を受けて、初

心者も遅れることなく講習を進めることが出来ました。 

 参加者からは、｢さらに学習を深めたい｣という要望も有

り、年度内に、引き続き教室を行う事を検討中です。 

子ども八木節子ども八木節子ども八木節子ども八木節43434343人参加人参加人参加人参加    
 5月15日（金）、三区子ども会育成会主催によ

る三区子ども八木節教室の開講式が行われ、小

学２年生から６年生までの４３人が参加し、三区

納涼祭や8月の笠懸まつりに向けて練習がス

タートしました。練習は5月15日から8月21日まで

の毎週金曜日に三区公民館で行われ、三区八

木節愛好会の方々がお囃子や踊りを教えてい

ます。熱心な指導のおかげで、初めて参加する

子ども達や、担当楽器が変わった子ども達でも、

あっという間に覚えることができています。関係

者も、子ども達の技術習得の早さには驚かされ

ているようです。お祭りで披露の際には、子ども達の演奏を楽

しみにしてほしいと話していました。来年も参加者を募集する

予定ですので、皆様のご協力をお願いしたいそうです。 

グラウンドゴルフ部で除草作業グラウンドゴルフ部で除草作業グラウンドゴルフ部で除草作業グラウンドゴルフ部で除草作業    
 三区グラウンドゴルフ部の20人が、6月7日

に三区公民館の除草作業と整備に汗を流

しました。 

 作業が行われた

のは、これまでゲー

トボール場として使

わ れ て い た と こ ろ

で、ゲートボールの

衰退と反比例するよ

うに、グラウンドゴル

フ人口が増加したこ

とを受けて、今後グ

ラウンドゴルフの練

習が出来るようにす

るものです。 

区民区民区民区民GG GG GG GG 優勝は荻野・久保田優勝は荻野・久保田優勝は荻野・久保田優勝は荻野・久保田    
 第５回笠懸町第三区民グランドゴルフ大会が

6月６日（土）、あすかホールグラウンドゴルフ場

（笠懸グラウンドゴルフ場）で行われました。今

回の大会から、第3区福祉部が運営にあたりま

した。競技には、４７名が参加し熱戦を繰り広げ、

結果は次のとおりです。 

女子1位荻野幸江さん、2位石坂ヨシ子さん、3

位丸本壽美子さん、男子1位久保田竹雄さん、2

位木暮勝利さん、3位井藤眞弘さん。 

青パト総会と感謝祭青パト総会と感謝祭青パト総会と感謝祭青パト総会と感謝祭    
    笠懸町第三区安全安心推進委員会では、６

月２７日 (土) に平成２７年度総会と感謝祭を三

区公民館で開催しました。総会では青色防犯

パトロール実施状況と会計が報告されました。 

 平成26年度のパトロール実績は、実施回数１

４９回、延べ人数は４９４人、走行距離２，６１３㎞

との報告がありました。 

上級生が下級生の先生上級生が下級生の先生上級生が下級生の先生上級生が下級生の先生    

みんなでグラウンド整備みんなでグラウンド整備みんなでグラウンド整備みんなでグラウンド整備    

分かっているつもりでも新しい発見があります分かっているつもりでも新しい発見があります分かっているつもりでも新しい発見があります分かっているつもりでも新しい発見があります    

さんくすがインターネットでも見られます。さんくすがインターネットでも見られます。さんくすがインターネットでも見られます。さんくすがインターネットでも見られます。http://sannkusuhttp://sannkusuhttp://sannkusuhttp://sannkusu----kasakake.comkasakake.comkasakake.comkasakake.com    
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ちょっとピンぼけちょっとピンぼけちょっとピンぼけちょっとピンぼけ        
  

白鷺が営巣、阿左美沼白鷺が営巣、阿左美沼白鷺が営巣、阿左美沼白鷺が営巣、阿左美沼    
 阿左美沼の旧沼北岸から100メートルほどに、直

径10メートルあろうかという小さな島があります。 

 ここには数本の樹木があるのですが、そこでは白

鷺が営巣をしています。望遠レンズで覗くと、巣に

は幼鳥と思われる姿を見ることも出来ます。 

 岸から離れていることもあって、外敵もなく営巣に

適しているのでしょうが、木の数が少なく、場所の

奪い合いも起きそうです。かつては、阿左美沼周

辺には鷺山と呼ばれる自然林がありましたが、現在

では多くの樹木が伐採されてしまいました。野鳥が

暮らせる環境を守っていきたいものです。 

資源ゴミ回収で育成会活動資金資源ゴミ回収で育成会活動資金資源ゴミ回収で育成会活動資金資源ゴミ回収で育成会活動資金    
 三区育成会活動の一環として、資源ゴミ回収を年3回

開催して、第1回目は6月21日(日)に開催されました。 

 森育成会長は「集まった資源ゴミはリサイクルで再生

利用されますが、17,996円の収入がありました。区民皆

様のご協力に感謝します。収入金は、育成会活動の財

源として、行事に参加している三区の子ども達のため

に有効活用させていただきます」と話していました。 

 ここ数年は、育成会で企画している各種行事に例年

を上回る多くの子ども達が参加して、嬉しい反面活動

経費計画に苦慮しています。 

 子ども達が楽しみにしている育成会行事開催のため

にも、資源ゴミ回収に協力をお願いしたいそうです。 

●開催日時：11月22日（日）9：00～11：00 

●開催場所：三区公民館 

●内容品：新聞紙、雑誌、ダンボール、アルミ缶、ス

チール缶、ビール瓶、一升瓶。（瓶は茶色のみ） 

三区区民ハイキングのお知らせ三区区民ハイキングのお知らせ三区区民ハイキングのお知らせ三区区民ハイキングのお知らせ    
 三区体育協会では、今年も区民ハイキングを実施し

ます。お楽しみに！ 

詳しくは後日回覧予定

のチラシをご覧くださ

い。 

●集合日時 10月 4日

（日）午前6：30 

●集合場所 三区公民館 

●主な行程 鎌倉の鶴岡

八幡宮を参拝・小町通り散策、横浜みなとみらい、コス

モワールド、赤レンガパーク等散策 

●参加費 大人5,000円、子ども2,800円、未就学児

1,000円※小4以下保護者同伴 

●申込方法 三区体育協会の者まで。先着80名。満員に

なり次第締切。 

●申込先 岡田勉77‐0057（森田石油76‐3444）／藤生

大介76‐2805／佐藤英昭76‐2539／下山浩一76‐0170

／赤石知己76‐3458／塚本吉昭77‐1560／植竹春彦76

‐4036／堤康吉76‐3356／森田／徹76‐2762／今泉健

司76‐9499／中村正義51‐3029 写真＝鶴岡八幡宮 

写真募集：写真募集：写真募集：写真募集：写真の投稿も募集しています。季節

感のある写真や地域の出来事などをお送り下さ

い。sannkusu.kasakake@gmail.com 

 今では無くなってしまった笠懸の区対抗球技大会

（バレーボールと卓球）で三区が総合優勝を何度も取

り、輝いていた時代がありました。  

 それから数十年後、子ども育成会の役員になった時

のことです。 子育連の球技大会（ドッジボールと野球）

があり、ドッジボール練習を見に行った時に、子ども達

から「役員さん絶対優勝するんだからね」と、やるきの

一言。 役員はルールが分からず審判講習会に行った

り、インターネットで調べる所から始めました。 

 そうこうしている中、今度は野球に出たい子どもが集

まりましたが、グローブもはめた事がない子もいて、1

から教えるなど、仕事も手につかない日々。 大会に

出ると野球は1回戦で負けましたが、みんなが一つの

事に夢中になることができました。 また、ドッジボー

ルはチームプレーで優勝に輝きました。 今は、勝っ

ても負けても役員の皆さんと子ども達の一生懸命な姿

が、とても輝いて見えます。 

荒神山下草刈りのお知らせ：荒神山下草刈りのお知らせ：荒神山下草刈りのお知らせ：荒神山下草刈りのお知らせ：１区・2区・3区住民と笠懸東小学校PTA 、阿左美沼土地改良区による、荒

神山の下草刈りが、11月中順に予定されています。詳細は後日に回覧にて連絡されます。 


