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連載:阿左美の歴史・地域の文化財 ８  笠懸村が誕生した頃の阿左美  
 明治4年(1871)廃藩置県により群馬県が成立しましたが、阿左美村が所属する新田郡と山田郡、邑楽郡の3

郡は5年間栃木県に属した後に新たに形成された群馬県に復帰しました。 

 明治6年薮塚、西野、山ノ神、菅塩、西長岡、阿左美の6

村が連合して薮塚村胎養寺を仮校舎に小学校東因舎を

設立。明治7年東因舎第2番分校を南光寺に開設。明治8

年これを阿左美学校と改称しました（生徒数男88名女69

名）。明治17年（1884）阿左美村、鹿村、西鹿田村、久宮

村が連合村となり、戸長役場を鹿村の宝源寺とし、阿左美

村の赤石治郎三が連合戸長に就任しました。 

 明治22年連合村が基礎となり笠懸村が誕生しました。人

口は阿左美村1414名、鹿村1237名、西鹿田村499名、久

宮村383名。村名案は阿左美村、鹿田村、新田村と変わり

最後笠懸村に決定しました。初代村長は阿左美村藤生高

十郎が、二代目村長に藤生啓七郎が就任しました。 

自主防災組織が誕生 
 3月27日(日)に三区公民館で行われた区民

総会において、笠懸町第三区自主防災会組

織を4月1日から立ち上げる事が承認されまし

た。 

 自主防災組織は、区長・副区長と地区公民

館長・主事らを中心にして構成され、各種団

体関係者を、情報、初期消火、避難誘導、救

出・救護、給食・給水班のリーダーに据えてい

ます。隣組長は防災員として、隣組内の救助

や支援要請などを区の対策本部に伝達するも

のとなっています。 

 4月21日に組織承認の手続きをみどり市に

済ませていて、今後は災害時における区民の

安全確保や避難に対応する備品、食料、燃料

の確保を行う予定です。 

平成25年10月15日の竜巻は三区内にも

大きな被害をもたらしました。 

みどり市制10周年で笠懸の武技 
 3月26日(土)に阿左美沼の桐生ボート北駐車場で、みど

り市合併10周年を記念し町名の由来となった「笠懸の武

技」が行われ

ました。 

 こ の 催 し

は、市 民 提

案型の市制

施行10周年

記念事業とし

て、実 行 委

員 会（藤 生

吉雄実行委

員長）を組織

し行ったもの

です。 

 会場では、

みどり市ブランド商品や新田みどり農協による地場産野菜

の販売などの出店やポニーの体験乗馬、沼に浮かべた小

舟の的に矢を射る催しなども行われました。 

 午後1時からは210ｍの特設馬場で「笠懸の武技」が執り

行われ、小笠原教場門人が的を射ると、参観者から歓声

があがっていました。 

 また、今回の催しは、矢取りなどの諸役に桐生大学や大

間々高校の学生、市内小学校の児童などのみなさんの協

力をいただき、みどり市誕生10年を祝う取り組みとなりまし

た。  

胎養寺の本堂 
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我が家の自慢料理 
 今回は、ピクニックや外で食べるお弁当にピッタリなカラフルで栄養

価も高い美味しいおにぎりを２品紹介します。１品目は青じそとチーズ

のおにぎり、２品目は

揚げ玉と長ネギのお

にぎりです。 

 レシピは両方とも調

理用ボールにご飯と

具材をよく混ぜ合わ

せて、にぎるという流

れです。 

 １品目は青じその実

の漬物とカットしたチーズ、２品目はめん汁に混ぜた揚げ玉と、みじん

切りにした長ネギを、お好み量でごはんと一緒ににぎれば美味しいお

にぎりの完成です。我が家ではピクニックの定番メニューの一つです。 

投稿者  主婦M 

資源ゴミ回収で育成会 

活動資金 ご協力を 
 三区育成会活動の一環として、資

源ゴミ回収を年3回開催予定していま

す。「収入金は、育成会活動の財源と

して、三区の子ども達のために有効活

用させていただきたい」と育成会の有

坂会長も話していました。 

第1回目は次のとおり予定。 

開催日時：6月26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）  

男女に出会いのひとときを！ 阿左美婚活祭を開催！ 
 ３月27日(日)に、笠懸第三区公民館で男女の出会いの場となる阿左

美婚活祭が開催されました。これは、まち興しとなるよう、第三区体育

協会が企画、三

区公民館も協同

で開催したもの

で、初の試みと

なります。 

 当日は好天に

も 恵ま れ、男性

26名・女性24名

が参加し、簡単

な挨拶の後、い

よいよ交流が始

まりました。始めに全員がすべての異性と話す「お見合い回転寿司」を

やりました。これは屋外にイスを向かい合う形で並べて２重の円を作り、

内側のイスに女性が、外側のイスに男性が座って互いに会話、３分

経ったら男性が一つずれて別の女性と話しをするものです。それぞれ

が互いの趣味や仕事のことなどについて色々と話しました。 

 続いて、屋外の各テーブルで食事をしながら談話を楽しむトークタイ

ムで、「回転寿司」で仲良くなった男女が会話を楽しんでいました。 

 トークタイムのさ中には、区で張ったテントの下で、縁日を模した射

的・ヨーヨー釣り・輪投げなどが行われました。初めは遠慮しながらポツ

ポツ参加した程度でしたが、男性陣が女性陣に声をかけ、一組増え２

組増えと、気づけばほとんどの参加者がテントの下に集い、一緒にリ

ラックスしながら遊びに興じていました。 

 大変楽しいひと時を過ごし、意中の人の名前をそれぞれ告白カード

に記入し取りまとめた結果、互いの名前を書いたとして2組のカップル

が誕生しました。 

 婚活際は三区としては初の試みでありましたが、皆楽しい時間を過ご

せたのではないかと思います。第三区体育協会では、今後もこのような

楽しい催しを企画し、実施していきたいと考えています。 

区長は森田敏章さん 
 区民の皆様には、日

頃より行政区に対する

ご支援ご協力を戴き、

心より感謝申し上げま

す。 

 4 月 の 熊 本 地 震 で

は、甚大な被害が出

たわけですが、被災し

た皆様が1日でも早く普通の生活に戻

れるように、 心よりお祈り致します。 

 三区行政区においては、こういった

もしものときの災害に備え、公的な援

助はもちろんですが、最低限の｢自分

の命は自分で守る｣という観点から、自

主防災組織を立ち上げました。中身

のある組織にしていきたいと思います

ので、ご協力をお願いします。一年間

よろしくお願い致します。  

 なお、副区長には新たに水出康雄

さん、公民館主事に下山浩一さんが

加わり、行政区、地区公民館の事業

に取り組みます。 

50人の男女が参加した婚活祭 

各種団体顔合わせ行われる 
 ４月24日（日）、笠懸第三区公民

館において、各種団体の初顔合わせ

が行われました。これは年度当初に

公民館の利用方法の周知や各団体の

活動予定などを確認するものです。 

 初顔合わせの冒頭で、森田区長と

赤石分館長からそれぞれ挨拶があ

り、その後、各種団体からそれぞれ

の年間スケジュールの発表がありま

した。 
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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 

公民館大会で活動状況を発表 
 3月7日(月)に笠懸公民館で公民館大会が行われ、地区公民

館長の岩野一さんが、三区公民館の活動状況や課題を発表し

ました。 

 公民館大会は

「人と地域と公民

館」をテーマに、

地区公民館をか

んがえるもの」岩

野 さ ん は、学 習

講座として行わ

れたパソコン教

室や、納涼祭で

の活動、体育協

会によるハイキン

グや子ども八木節など、三区公民館を中心に行われている活

動内容を話しました。 

 その一方で、合併を機に婦人会などの各種団体が消

滅したことや、各種団体や納涼祭のスタッフに新たに

加わる人が少ないなどの課題も挙げました。 

和気あいあい、区民ゴルフ大会 
 ３月13日(日)に城山カントリー倶楽部で第

９回区民ゴルフ大会が開催されました。当日

はあいにくの曇天で底冷えのする寒い一日

でしたがその分風はなく、落着いてプレーす

ることが出来ました。 

 競技終了後、三区公民館にて表彰式が行

なわれました。赤石区長と岩野公民館長の

挨拶のあと 

 新井副区長の乾杯でパーティが始まり、和

気藹々としたゴルフ談義で盛り上がっていま

した。競技の結果は以下のとおりです。競技

方法は新ペリア。 

優勝     水出 康雄 Ｎet  69.4 

準優勝 斉藤 辰雄 Ｎet  71.6 

３位     森田 益美 Ｎet 72.6 

平成２７年度 笠懸町第三区総会 
 ３月26日(土)に三区公民館にて、平成27年度三区総

会が開催されました。世帯数791人のうち、出席者27

名、委任状648通で総会は成立しました。冒頭、赤石

区長から御礼の挨拶がありました。 

 大須前区長が議長となり、平成２７年度事業報告、

同決算報告、監査報告、地区公民館会計報告、育成

会会計報告、また、平成２８年度事業計画及び予算案の各議事が承認さ

れました。 

 また、今回、大災害が

発生したとき、速やかに

区民の安全等を確保

するための「自主防災

組織の立ち上げ」も新

たに提案され、すべて

の議事が承認されまし

た。その後、新役員の

紹介、森田新区長の挨拶を経て、総会は滞りなく閉会しました。 

明るく楽しく、わかばサロン 
 脳トレやゲームをして認知症予

防や健康維持を目的として行われ

るわかばサロンが、4月6日(水)に3

区公民館で行われました。 

 この日に行われたのは、みかんの

花咲く丘の歌詞に合わせた手話で

指の体操と脳トレ、健康維持に輪

投げやラジオ体操を行いました。 

 参加した人は、「わかばサロンに

参加するようになって、明るく元気

になりました」と話していて、

健康寿命を延ばすという、わ

かばサロンの効果が現れて

いるようです。 

 わかばサロンは、65歳以上

なら誰でも参加出来るので、

お茶を飲んだり、おしゃべり

を目的として参加しても楽し

いのではないでしょうか。 

わかばサロン・わかばサロンⅡの日程 

わかばサロン：6月1日/8月3日/10月5日

(水)/12月7日 

わかばサロンⅡ：7月6日/9月7日/11月2

日/1月11日。ともに水曜日、10時から。 

問い合わせ:三区民生児童委員/三区老

人クラブ連合会役員/みどり市社会福祉

協議会：電話７６－４１１１参加費は100円

程度(内容により変更あり) 

公民館の活動を発表する岩野一さん 

笑顔が絶えない区民ゴルフ大会 

挨拶をする赤石前区長 

高得点を目指して、エイ！ 
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ちょっとピンぼけ  

 記憶力は良い方だと思っていた。以前は、家電品や

衣類などを購入した年月、店舗、価格などが直ぐに頭

に浮かんでいたものだ。 

 ところが、50歳を超えた頃から記憶が曖昧になってき

たことに気付き愕然としてしまった。どうしたものかと考

えた結果、単純に記録するという作業を始めることにし

た。パソコンなどではなく普通のノートを使って書くとい

う作業である。幸い、保証書の類や家計簿など永年の

記録が残っており、それらを頼りに作業にとりかかっ

た。まず、仕分けである。家電、リフォーム、貴金属、

車など、必要と思える種別に分類し、品名、価格、購

入年月などを記入した。主に、少し高額かなと思われ

るものをピックアップし記入していく。膨大な数のため

基本台帳作りに数日かかってしまったが、以後は新た

に購入した物を追加記入するのみ。 

 これが思いのほか楽しくて、記憶力回復とまではい

かなかったが、我が家の所有物一覧表として現在も

大活躍だ。 (S) 

笑顔 

平成28年度各種団体役員は以下
のとおりです。敬称略 

★行政区 

区長＝森田敏章／副区長＝新井
栄／水出康雄 

★地区公民館 

公民館長＝赤石康一／主事＝斎
藤利弘／下山浩一 

★親老会 

会長＝赤石幸雄／副会長＝高木
三郎／副会長＝山洞信之 

★母子保健推進委員 

安田千秋／桐生陽子／武井登美
代／丸本寿美子／森田滋子 

★防犯委員 

赤石功／新井茂男／赤石太郎 

★地区公民館防火管理者 

下山和英 

★笠懸町交通指導員 

赤石勇／渡辺清 

★青少年育成補導指導員 

武井俊一／武井幸雄 

★交通安全会 

支部長＝須永茂／婦人支部長＝
加藤浩子／副支部長＝桐生春
男／小林清／副婦人支部長＝平
野すみ子 

★体育協会 

支部長＝岡田勉／赤石勝之／赤
石知巳／赤石光史／植竹春彦／
佐藤英昭／下山浩一／高田順
一／塚本吉昭／藤生大介／森田
徹／今泉健司 

★子ども育成会 

会長＝有坂いずみ／副会長＝斎
藤知美／副会長＝今泉晃子 

★民生児童委員 

森田峯治／赤石和子／赤石眞智
代／赤石礼子／中村篤美 

★広報委員会 

委員長＝武井章／広報委員＝武
井俊一／武井幸雄／赤石太郎／
須藤利晴／新井栄／植竹晴彦／
金子忠司 

仲間募集 

●ドッジボール 三区育成会では、小学1年生～6年生までのドッジボー

ル参加者を随時募集しています。練習は4月～10月まで。学年が違う子ども

達がチーム一丸となって、大会では3位入賞を目指しているそうです。 

練習場所：笠懸東小体育館。／練習日時：毎週土曜日。10時～12時。 

笠懸町の夏季、秋季球技大会に三区がチームとして出場します。 

夏季球技大会は、6月12日(日)に笠懸中学校体育館で開催。 

●子ども八木節教室 5月13日から、三区公民館で子ども八木節の

練習がはじまります。講師の方々に、お囃子と踊りを教えていただき、三区納

涼祭と笠懸まつりで例年披露しています。練習には小学2年生から参加で

き、八木節を通して文化を知り、学年を超えた交流をしています。 

多くの方々の参加をお待ちしています。 

練習日時：毎週金曜日。19：00～20：45  

シリーズ・防災対策 
 東 日本 大震 災か ら 5

年、記憶が薄れつつある

中で、熊本県を中心に

震災が起こりました。 

 この震災では、内陸部

の直下型地震が断層付

近の建物に大きな被害

を与えることが明らかに

なりました。 

 震災で、生死を分ける

一番のポイントは【いまい

る住居や仕事場の耐震

性】です。地震でも倒壊

しない建物が望ましいの

ですが、それには相応の

費用が必要となるため、

結果として何も対策をし

ていない人もいるでしょ

う。しかし、家具の転倒を

防ぐ事で、下敷きになる

リスクは大幅に低減され

ます。このように、災害の

瞬間に、自分が生存するための工夫と備えをすることを【自助】と言います。 

栄養豊富、旬のトマト 当地区の農業は、

ビニールハウスを主体とした施設園芸の先進地で

す。ホウレンソウの周年栽培やトマト栽培が盛んで

す。2013、14年の竜巻や豪雪で施設倒壊など甚

大な被害を受けてしまいましたが、昨年末までに

全 て の 施 設

再 建 を 果 た

すことが出来

ま し た。当 地

区主力のトマ

ト栽培には１

７農家が営農

に励んでいま

す。 

 真っ赤なト

マトは今が旬

で栄養がいっぱいです。特にリコピンやβ―カロ

テンの抗菌作用に期待が集まっています。また美

肌効果や風邪予防に役立つビタミンＣ、老化を抑

制するビタミンＥ、塩分の排出を助けるカリウム、

腸内環境を整える食物繊維など栄養成分が豊富

な健康野菜です。  


