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連載:阿左美の歴史・地域の文化財 ６  八坂神社祭りと愛宕精進 
 昔からあり今も伝承されている地域の行事があります。三区

赤石酒店に隣接している上原八坂神社は寛政8年（1800）の古

文書に記されています。地域では天王様とも呼ばれ、疫病を

追い払う神として信仰されています。夏の天王様は8月1日が

祭日ですが、今は三区納涼祭に併せて行い、子ども達は水を

担ぎ雨乞いのお願いをします。秋季例祭は10月17日と決めら

れています。祭りの日は早朝世話人が集まり、神社を掃き清

め、のぼり旗を立てて神官にお祓いをしてもらいます。 

 仲町には藤生一男氏屋敷内に火伏せの神様愛宕神社が祀っ

てあります。石宮に寛正年間（1461）と刻まれています。昔

は仲町では10月17日に各戸から男1人ずつ集まり、米1升を持

ち寄って五目飯を炊き、大食講で宿は輪番制でした。各戸通

りに面してお燈明を立てました。今では10月17日に近い日曜

日に神社前屋外で氏子が集まり祭典を行っています。 
丘の上に佇む浅海八幡宮 

愛宕神社秋の祭典 

敬老祝賀会、マジックショーも 
 行政区主催による恒例の敬老祝賀会が10月11日(日)に

三区公民館で開催され、75歳以上の94人（男性37人、女

性57人）が参加し会場がいっぱいとなりました。 

 赤石区長から、「現在三区内で75歳以上の人数は253人

で最高年齢は95歳のおばあちゃんが３人おります」との報

告があり、来賓の石原市長、木暮社会福祉協議会長、武

井市議会議員、今泉市議会議員の4氏より、皆さんが健康

で楽しく生活できて長寿でいられることを願ったお祝いの

言葉が贈られました。 

 赤石幸雄親老会長の乾杯で始まり、ひまわりコーラスの

合唱、子ども会の八木節、みずほ会の舞踊、民生委員の

寸劇、新たに加わったマジックショー、抽選会では全員に

景品など盛り沢山の余興、それと手作りのけんちんうどん

他おもてなし料理が用意されると、皆さんとても美味しそう

に頂き会場が笑いと感動で楽しいひと時となりました。  

笠懸東小学校４年生阿左美沼清掃 
 １１月１９日（木）笠懸東小学校４年生と阿左美

沼土地改良区などによる阿左美沼清掃が行わ

れました。 

 当日は、午後２時から１時間ほど、４年生７５人

に引率の先生や保護者、土地改良区役員など

総勢103人が水を抜いた阿左美沼旧沼のゴミ拾

いを行い、210キログラム回収しました。 

 子どもたちは、柔らかい沼底の土に足を取ら

れながらも、普段は見ることのできない沼の中

の様子を観察しながらの活動となりました。この

活動は、笠懸東小学校４年生の総合的な学習

の時間の一環として２００１年から継続的に取り

組まれており、活動の成果として阿左美沼のゴ

ミも年々減少してきています。 コーラスやマジックで楽しいひととき 

足を取られながらゴミ拾い 
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我が家の自慢料理 
 今回は、ジャガイモ料理です。作り方はジャガイモを一

口大に切り少し濃めに水、砂糖、醤油、うまみ調味料で煮

ます（味が

しみこむま

で２～３時

間）。 

 味がしみ

たジャガイ

モを天ぷら

粉に付け、

天ぷらを作

るように油

で揚げて出

来上がりです。我が家ではおやつの定番メニューの一つで

す。 主婦(M) 

今年度特別区費、40事業所 
 三区や、その近郊で事業を営む40事業

所から、特別区費を戴きました。集まった

お金は、区の事業運営に活用されていま

す。事業所は以下のとおり(順不同)。 

(有)サン・ビーシー群馬工場／ローソン笠

懸店／岩瀬産業(株)桐生機工営業所／

(株)テクノオリジン／忠兵衛茶屋(有)／

(株)創健社／くりた医院／エンドー薬局あ

さみ店／はしづめ歯科医院／アピタ笠懸

店／窪田縫製／アライ・サンズ笠懸第一

工場／新井木工(有)笠懸工場／業務

スーパーパスポート笠懸店／古室歯科ク

リニック／グリーン歯科クリニック／桂建設

(株)／澤アパート／上毛バナナセンター

(有)加工所／桐生地方卸売市場(株)／

(株)東邦薬品／メンズプラザAOKI笠懸

店／セブンイレブン桐生バイパス店／沼

田屋タクシー(株)／三思会東邦病院／

(株)河内種苗／スズキ自販群馬(株)桐生

営業所／めだま屋広沢店／東武観光

(株)北関東営業所／ビクトリーオート

(有)／稲川工業(有)／カーセブン桐生

店／関東マツダ桐生かさかけ店／ヤマダ

電機NEWみどり店／志なの屋／(株)ジョ

イパックbigMarch3／かさかけメモリード

ホール／あすからいふ倶楽部／サンQス

ポーツ／あざみん家 

 第22回笠懸まつりが８月22日(土）に笠懸

公民館および笠懸グランドで行われまし

た。 

 午前10時より午後１時までは笠懸公民館

で子ども祭りが開催され、子ども遊びや体

験コーナー、広場の模擬店などが家族連

れで賑わっていました。 

 午後３時より笠懸グランドでは子ども八木

節などが行われ、６時からは笠懸音頭と共に各種団体の入場パ

レードに続き、各地域の八木節愛好会や笠響太鼓の演奏などで盛

り上がっていました。三区からは育成会による三区子ども八木節に

42人が参加しました。大所帯を見事にまとめ、綺麗な笛音のお囃子

を披露しました。また三区八木節愛好会は入場パレードに合わせ

た舞台で自慢の喉と踊りで拍手を浴びていました。最後は雨に降ら

れましたが、予定どおり花火で終了しました。区のテント内では役員

による屋台風料理が好評で祭り気分を一層盛り上げていました。 

笠懸まつり、42人の子ども八木節に大きな拍手 

東小からの投稿 5年生が稲刈り 

 10月16日(金)に笠懸東小学校５年生が稲刈りをしました。 毎

年、地域の方の協力で学校の北側にある水田で田植え、稲刈

り、脱穀と米作りの体験をさせていただいています。 

 農地・水の方に協力していただき、昨年からは籾まきも行って

います。 田植え、稲刈り、脱穀では赤石陸翁さんをはじめ、多

くの方にお世話になっています。途中の水の管理など大変なと

ころはみな、やっていただき、子どもたちは体験だけさせていた

だいています。 

 こうした体験ができるのは貴重なことだと思います。本当にあ

りがとうございます。 
稲刈りをする子どもたち 

総合グラウンドの大きな舞台に立つ子どもたち 
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さんくすがインターネットでも見られます。http://sannkusu-kasakake.com 

立川市で防災体験学習 子ども育成会バス行事     
 9月6日(日)、笠懸町第三区子ども育成会主催による、第5

回目となる日帰りバス行事が行われました。子ども43名、大

人33名の合計76名が参加して、東京都の立川防災館で災

害時における3つ体験学習をしてきました。 

 1つ目の防災ミニシアターでは、2011年3月11日に発生し

た東日本大震災の記録映画をシアターとして映し出してい

ました。この映画を通じて、地震への備えと助け合いの大切

さを感じることができたようです。 

 2つ目の地震体験室では、突然の揺れがきても慌てないよ

うに、普段の心構えと、いざという時の行動を震度5～7の揺

れを体験し学んでいました。3つ目の煙体験室では、建物の

中で火災が発生した時に煙を吸わずに避難する方法と落ち

着いた行動力を養う体験学習をしてきました。この3つの体

験学習を通じて、参加者からも災害時の備えと地域で助け

合う気持ちが重要であることの感想もありました。 

 この日帰りバス行事は、保護者同伴の参加形式で学習施

設を見学しているようです。また、子どもと同時に親の交流を

深めることも目的としています。森会長は「三区の皆様による

子ども育成会へのご支援とご協力により開催できるもので、

感謝申し上げます」と話していました。 

本市の笠懸保存会でも「笠懸の武技」として実施しています

が、そのような行事が開催されるとはまったく知りませんでし

た。残念ながら流鏑馬は午後からで、一行は午前のうちに八

幡宮を発ったため、流鏑馬を見ることはできませんでしたが、

その日偶然居合わせたことに奇妙な縁を感じました。 

 お昼過ぎに横浜市に到着し、昼食は横浜市のみなとみらい

万葉倶楽部でとりました。そこには展望風呂もあり、入浴した

人は展望を楽しんだようです。 

 昼食後は徒歩で赤レンガ倉庫に行きました。ドイツのビー

ルを販売するイベントを盛大に開催していて、たくさんの人が

楽しそうにビールを酌み交わしていました。 

 また来年も楽しい行程でハイキングを開催するそうです。 

(写真＝鶴岡八幡宮) 

三区・区民ハイキング 開催！ 
鶴岡八幡宮周辺＆横浜みなとみらい散策 

 10月4日(日)に、第三区体育協会では毎年恒

例の区民ハイキングを開催、鎌倉市の鶴岡八幡

宮周辺と横浜市のみなとみらいの赤レンガ倉庫

等の散策で、当日は昨年の雨天と打って変わり

好天に恵まれ、絶好の行楽日和でした。 

 鶴岡八幡宮は参拝客で賑わっていて、鶴岡八

幡宮崇敬者（槐の会）大祭として流鏑馬（やぶさ

め）神事が執り行われるとのことで、訪ねた午前

中はその式典の途中でした。 

 流鏑馬は、武者装束の者が馬上から弓を射る

もので、笠懸保存会が開催する「笠懸の武技」で

武者装束を着た者が馬上から弓を射るもので、

お年寄りが自動車運転適性検査 
 11月2日(月)に、交通安全会と親老会の共催

による交通安全教室が、お年寄りを対象に三

区公民館で行われました。 

 年齢とともに、反応速度が遅くなり、判断力が

低下することから、お年寄りの交通事故を減ら

すことを目的に行われたもの。 

 腹話術で事故に遭わないようにする注意点を

説明したほか、反射テープで視認性の実験を

しました。また、コンピューターで運転診断をし

たところ｢なるべく運転は控えて下さい｣と告げら

れるお年寄りも見られました。 

真剣な表情でハンドルを握る 

震災の記録映画を見る参加者 
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 この夏、15年ぶりに中

学の同窓会があった。卒

業してから早30年。数人の友人とは時折会って

いるが、卒業以来の再会となった友人もいる。

いったい誰？というほどに変貌を遂げた人もい

て、笑いが絶えない楽しい時間を過ごすことが

できた。 

 しかし、数名はすでに他界し、病で欠席の友

人もいた。それを聞き、同窓会に出席できるこ

とは当たり前ではなく、ありがたいことなのだ

と実感した。いつでも会えると思っていた人

に、二度と会えなくなるなんて、若い頃は考えもし

なかった。 

 今、歳を重ねて思うのは、後悔がないよう会いた

い人に会い、夢見た場所を訪ね、自分なりに精一杯

生きていかなくてはということ。 

 おりしも、その日は終戦記念日。二度と会えない

辛い別れを経験した人たちに思いを馳せた。平和な

日々の中、当たり前に生きられることに感謝しよう

と思う。そして、子どもたちが生きる未来も、平和

で穏やかな日々であることを祈りたい。   

（S） 

モラルが問われるスプレー缶 
 使用済みのスプレー缶は、三区公民館に集めら

れ、市が回収していますが、それに伴い、スプレー

缶のガス抜きを確認する作業があります。本来は各

家庭で穴を空けてから出すことになっていますが、

実際に穴が空いているのは半数程度しかなく、スプ

レー缶の点検作業を行っている人には大きな負担と

なっています。 
 半数がガスを抜いていない状況が続くようであれ

ば、スプレー缶を出すときに立ち会うなどの対策が

必要となりますが、そのために人を配置する事は難

しく、個々のモラルに頼るしかなさそうです。 

自主防災と、わかばサロン 
 三区の区長と副区長らは、東京まで研修に出向く

など、自主防災組織立ち上げに向けて、様々な課題

を想定しています。 
 自主防災では、自

助、互助、共助の3
つ に 大 別 さ れ ま

す。“いかにして生

き延びるか”が共助

で、食料や燃料の確

保、救護や安否確認

など、区の運営手腕が問われるところです。 
 わかばサロンでは、お年寄りの健康維持のため

様々な取り組みをしていますが、同時に見まもりの

意味合いもあります。わかばサロンに参加すること

で、災害があったときなどは、安否確認などのがし

やすくなります。自主防災組織で、大切なのは地域

の連携である事には変わりがありません。わかばサ

ロンに積極的に参加する事も災害時に命を繋ぐ方法

ではないでしょうか。 

市内でセアカゴケグモ 
 みどり市の発表によると、本年11月1日に市

内で発見されたクモは、セアカゴケグモと判

定されました。今

後は生息状況につ

いて調査するとし

ています。 

 このクモは毒性

が有すので、触ら

ないようにして、

殺虫剤や熱湯、踏

みつぶして駆除す

るとのことです。 

サロンは見まもりの役割も 

参加者募集 

●わかばサロンⅡ 1月13日(水) 

手打ち蕎麦を戴きます。ご参加下さい。 

ちょっとピンぼけ 

体協が街コンを開催 
 三区体育協会は、独身の男女が増えている

ことから、街興しや地域作りを目的として、3
月に街コンを行うこととなりました。 

 内容は以下のとおり。なお、例年行われて

いたスキーは行われないとのことです。 
◆日時：平成28年3月27日(日)午前11時30分～

午後4時 
◆会場：笠懸第3区公民館 
◆参加費：男性1人2,000円、女性1人1,000円 
内容：昼食を含め様々なイベントを実施しま

す。 
◆募集人数：男女各25名まで 
◆募集要件：(1)みどり市内在住の25歳～50歳
くらいまでの独身男性。(2)20歳～45歳くらい

までの独身女性（在住地域は問いません） 
◆申込方法：電話、Fax、メール等。定員にな

り次第締め切り 
◆申し込み・問い合わせ先 (1)下山商店、電

話.0277-76-2131、FAX.0277-76-2105、090-
2542-5003、email komesake@sunfield.ne.jp 
(2) ㈲ 森 田 石 油、電 話.0277-76-3444、FAX 

0277-76-0726  


