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荒神山柴刈りに125人
11月12日（土）に一区、二区、三区の各種団体、荒神山友の会、笠懸東小
教職員・ＰＴＡ、阿左美沼土地改良区や住民の125人が笠懸東小校庭に集
合し、荒神山の登山道
と山の斜面に伸びきっ
た草木を鎌や草刈り機
などで刈り取り、自然環
境整備を行いました。
前日雨天であった為
斜面が滑り易く 尻もち
をつく人もいました。作
業を終えた後は東小Ｐ
ＴＡのみなさんにより用
意された「けんちんうど
ん・みそおでん・つけも
3月末はカタクリを見る事ができます
の・お茶」を頂き解散と
なりました。
３月末頃には、斜面を薄紫色に染めるカタクリの群生を鑑賞することが出
来るので、みなさんも荒神山に登ってみてはいかがでしょうか。
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青パト役員改選
委員長に大須武夫さん
第三区安全安心推進委員会
は、６月27日(月)に開催した総
会で、青色防犯パトロールの実
施方法と新役員について協議
決定しました。
【役員】委員長＝大須武夫、副
委員長＝赤石幸雄、会計＝岩
野一、顧問＝武井章・武井正行
【実施方法】昼間午後３時30分
から４時30分、夜間午後８時から
９時(１２月から3月は冬時間とし
午後７時から８時)、パトロール時
間は１時間となりました。ただし、
メンバーの都合により時間変更
することができます。また、人数
は３人体制で行うこととなりまし
た。

笑顔いっぱいの敬老祝賀会、75歳以上は240人
10月９日（日）、三区公民館において行政区主催による75歳以上の方
を対象とした敬老祝賀行事が開催されました。
森田区長は「三区は75歳以上の方が240人、最高齢は99歳の女性で
す。今日の行事には81名の方に出席いただきました。今後ともみなさん
の持っている知識を活かして、三区の行政に御協力をお願いします」と
挨拶しました。祝宴は赤石親老会長の乾杯でが始まりました。
会場は笑顔がいっぱい
祝賀会は、ひまわりコーラスによる合唱、三区子ども八木節、みずほ会
による舞踊、民生委員と行政区による「振り込め詐欺防止」などの寸劇が披露されました。参加者は、舞踊やコー
ラス、食事やおしゃべりなど楽しそうな笑顔でいっぱいでした。来賓は次のとおり：みどり市長（代理 関口介護高
齢課長）、木暮みどり市社会福祉協議会長、武井市議会議員、今泉市議会議員、井野衆議院議員

連載:阿左美の歴史・地域の文化財 10

競艇事業は村の財政に貢献

笠懸村は、昭和29年（赤石晋一郎村長時代）に、桐生市への合併をめぐり賛否両派に分かれ、紛糾しまし
た。この年に阿左美沼土地改良区が県知事より認可されています。昭和
31年には私立阿左美幼稚園が開園となりました。
桐生市営で初のモーターボート競走が阿左美東貯水池で開催された
のも、昭和31年の事でした。平成32年には阿左美水園競艇組合（笠懸
村、大間々町、薮塚本町で構成）が発足し、月の開催日数は桐生市営
10日間、阿左美水園営4日間で行われました。
競艇事業の本場売上はピーク時の平成2年には月間80億円、1日平均
6億円を記録しました。（平成25年は月間7億円、1日5千万円）
競艇事業の好調を背景に阿左美仲に笠懸東小（昭和51年、下山芳五
郎村長時代）笠懸北小（昭和53年）総合運動場（昭和57年）笠懸南中（昭和57年）等の教育施設や生活環境
整備が進みました。また、昭和54年には岩宿遺跡が国指定史跡になりました。写真＝現在の競艇場
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高齢者を対象に高越安全教室
笠懸町交通安全会(三区支部長＝須永茂)主催によ
る、高齢者を対象とする交通安全教室が、11月1日(火)
に三区公民館で行われ、60人ほどが受講しました。
群馬県交通安全協会を招いての講演では、「お年寄
りは黒っぽい服装が多く、夜間は発見されにくい事か
ら、明るい色の服装や、反射材などを身につける事が
安全につながる。最近はエンジン音が聞こえない静か
な車が増えた事から、駐車場などで注意が必要」など
の講話を腹話術の人形を介して行われました。
また、会場には運転適性を検査する「ふれあい号」が
用意されました。テレビ画面に向かってハンドルやブ
「自分の車を運転する方が簡単」と参加者
レーキを操作する検査では、反応速度の速さや緊張維
持の集中力、動作の確かさと見込み反応、状況対応の
正確さなどの4項目を調べる事が出来ます。 参加者は自分の運転の癖や課題を知ることが出来たようです。

大接戦、区民グラウンドゴルフ大会

大接戦となった区民グラウンドゴルフ大会

小春日和で軽く汗ばむ陽気となった、11月5日(土)に、三区グ
ラウンドゴルフ同好会主催による、区民グラウンドゴルフ大会が
三区子ども広場で行われました。
この日参加したのは男性28人、女性14人の合計42人。多くの
参加者は日頃から練習しているグラウンドとあって男女ともに同
点で、ホールインワンの数で順位を決するという接戦となりまし
た。
成績は以下のとおり(カッコ内はスコア)。男性の部優勝／赤石
幸雄(59)、準優勝／金井一夫(59)、３位／水出康雄。女性の部
優勝／久保田トシ(59)、久保田イク(59)、丸本寿美代(61)。

今年度特別区費、41事業所
三区や、その近郊で事業を営む４１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／エンドー薬局あざみ
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・ビックマーチ／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／萬屋

我が家の自慢料理
今回は、寒い 季節になると よく作る我が家の
【スープスパゲッティ】を紹介します。
スープの作り方は、オリーブオイルでニンニク
（スライス）をこんがり色に炒め、その中に玉ネギ、
しめじ、ベーコン、お好み野菜など 入れ炒めま
す。そのあと水を入れ具材が煮えたらコンソメを入
れ隠し味のめんつゆで味を調えます。茹で上げ
たスパゲッティを入れれば出来上がりです。我が
家ではお好みで大人は辛い香辛料などをたっぷ
りふりかけてフーフー言いながら食べるのが定番
となっています。 投稿者 主婦M
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北志賀高原竜王山と善光寺区民ハイク
9月11日(日)、笠懸
第三区体育協会主
催により、長野県の
北志賀高原の竜王
山散策と善光寺へ
の区民ハイキングが
開催されました。
竜王山は北志賀
善光寺を参拝する参加者
高 原 の 中 に あ り、
ロープウェイで雲海の中の山頂に上がりましたが、雲海か
ら行きかうロープウェイが現れたりする様は神秘的でもあ
りました。頂上は雲海にすっぽり包まれてしまい遠景は見
えませんでした。昼食はロープウェイ近くのホテルでの食
事と屋外のバーベキューとに分かれて取りました。その
後、3時過ぎに善光寺に到着しました。厳粛な空気感の
中で、ゆったりと参拝する事が出来ました。
主催者は「来年も楽しい内容を企画したいと｣とのこ
とでした。
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笠懸東小で稲刈り・脱穀
10 月 13 日
（木）と 20 日
（木）に 笠 懸
東小学校５
年生が総合
学習で取り
組 ん で い
る、もち米づ
くりの稲刈り
と脱穀が行
5年生による稲刈り
われました。
笠懸東小学校の米作りは、開校間もない頃から行
われ、特色ある行事となっています。6月17日(金)の
田植えから4か月ほどの期間で収穫となりました。今
年は、４アールほどの水田から185キログラムの収穫
がありました。収穫したもち米は、５年生の授業参観
で餅づくりや全校児童への赤飯として使われます。

育成会日帰りバス行事で学習を取り入れ竹とんぼ作り
9月3日(土) 、笠懸町第三区子ども育成会主催による、第6回
目となる日帰りバス行事が行われました。この行事開催は保護
者同伴の参加形式で、学習内容を取り入れて子どもと同時に親
の交流を深めることを目的としています。
今年度は子ども38名、大人29名 合計67名が参加して、埼玉
県秩父市にある小松沢レジャー農園にて川マスのつかみ取り、
餅つき、竹とんぼ教室の体験学習をしてきました。天候にも恵ま
れて、太陽の下で自然に触れてきました。川マスのつかみ取り
親子で竹とんぼ作りに挑戦
体験では、ずぶ濡れになりながら両手を広げてマスを追いかけ
る子どもの目が輝いていました。竹とんぼ教室では施設の方に教えていただきながら、親子が真剣な表情で小刀
を使って竹を削り仕上げました。参加者が完成した自分の竹とんぼを飛ばしている姿はとても楽しそうでした。
企画した育成会役員も「参加者の喜ぶ顔が見ることが出来て良かった」と話していました。

子ども会球技大会ドッジボール準決勝進出

に6チーム、高学年の部に8チームが出場しました。
10月9日（日）に笠懸東小学校体育館で、笠懸町子ども会 三区は高学年の部で予選を通過し、準決勝まで進
秋季球技大会が開催され、三区からはドッジボールの部 出したものの、惜しくも敗退しました。
に、2年生から6年生までの合計18人が出場しました。
阿左美沼地域風景展 ９月28日(水)から10月
当日は、出場した6チームが3チームずつＡ・Ｂブロックに
２日(日)まで笠懸公民館ふるさとギャラリーで第4回
分かれてリーグ戦から始まりました。三区はＢブロック1位通
美しい阿左美沼地域風景展が開催されました。
過で、トーナメント方式となりました。決勝戦まで進出しまし
この風景展は、地域で活動する農地と水・阿左美
たが、惜しくもセットカウント1－2で敗退しました。
地域環境保全協議会（赤石陸翁会長）が、みどり市
10 月 30 日（日）
の後援と、阿左美沼土地改良区の協力により開催
には笠懸中学校
し、今回で４回目となります。今回から作品の対象地
で、みどり市軽ス
域を、パルから荒神山までの、笠懸町第一区二区三
ポーツ大会が開
区に広げ、絵画と写真の２他部門に、笠懸東小学校
催されました。笠
の児童をはじめ、市内外から174人、190点の出品さ
懸と 大間 々地 区
れました。最終日に表彰式が行われ、受賞者に、地
から低学年の部
殊勲の準決勝進出
元で収穫した、「あざみ米」が贈られました。

さんくすがインターネットでも見られます。http://sannkusu-kasakake.com
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収穫の秋に野菜が高値
農林水産省が発表した東京都中央卸売市場の野菜の卸売価格は白菜、人参、胡瓜などは昨年の２倍、消費
量の多い１４品目のうち１１品目で昨年同期比1.5倍を超えています。
値上がりの理由として、台風や長雨、それに日照不足で収穫量が大きく
落ち込んだ事が主な原因とされています。例年では、長い日本列島をうま
く使って、季節によって産地を切替える、産地リレーで野菜の安定供給を
図ってきました。
しかし、今年は各地を襲った気象災害により、産地リレーが上手く機能し
なかったことが影響しています。また見逃せないのが、農業従事者の減少
や高齢化が進み作付面積や生産量が減少も大きな一因となっています。
天候と高齢化いずれも難しい問題です。 写真＝区内のキャベツ畑

ソフトボールメンバー大募集

シリーズ防災対策・Ⅲ 公助

三区居住者の有志が活動し
ているソフトボール愛好会
「ニューリーブス」（監督：武井
康則）を紹介します。
現在のメンバー数は12人、
創設は1975年、チーム結成の
由来は当時の三区女性バ
レ ーボールチ ーム「若葉 会」
の英語表記でチーム名を「ニューリーブス」としたもの。40年以上
の歴史あるチームです。三区の伝統チームとして、楽しく活動して
いただける仲間を募集しているとのことです。活動内容：年間15試
合程度。年会費5,000円。日曜日の早朝にリーグ戦で試合（8：30
には終了）。最近の成績はリーグ秋季大会2012年から3年連続優
勝。2015年は初戦敗退。募集内容：男女問わず20歳～60歳位。
経験者歓迎。連絡先：武井090-5808-3753（18：30以降）

災害発生時に自分の命を守るための工夫
を自助、ご近所で助け合う共助、そして避難
した人たちの命を繋ぐのが公助です。
その先頭に立つのが、行政区です。避
難所を開設して負傷者の手当、安否確認
や情報収集、食糧の確保などが必要で
笑顔
す。避難した人たちの安心安全のために
は、様々な課題が想定されます。
災害時には72時間という数字がありま
す。これは、建物の倒壊などで下敷きに
なったときの生存確率が極端に下がる時
間ですが、その一方で、72時間避難所を
運営することが出来れば、市や県、国の
食糧支援などが始まる時間でもあります。
区では簡易のエアーベッドやクッション、
寝袋などの備えをしていますが、食料の
備蓄はしていません。賞味期限等の問題
もあり、市で備蓄している食料を譲り受け
る事も可能ですが、区内の小売店と提携
し、米や飲料水を優先的に供給・確保す
る方が効率的との考えもあります。しかし、
多少なりとも食料の備蓄は必要で、みどり
市の危機管理課と相談しながら、備蓄品
を充実させていくことになるでしょう。

対策を迫られるスプレー缶
ガス抜き
スプレー缶回収に際し、缶に穴を空けるな
ど、ガス抜きを行う事になっていますが、ガス
を抜いていない缶が多く見られます。
10月に行われた回収では籠がいっぱいに
なるほどの量でした。そのため、担当者から
は対策を望む声も上がっています。

ちょっとピンぼけ
ある企業の噂だが、各部署のプロフェッショナルを育
てるとのこと。聞こえは良いのだが、その会社の特定の
仕事以外は出来ないように育てて、独立が出来ないよ
うにするというのが本当の狙いらしいのです。
この場合、その社員が辞めたとき、空席を埋める人材
がいれば良いのだが、そう上手くはいかなかったので
しょう、今はその会社の噂を聞くことはありません。
一方で、一人のパフォーマンスに頼りきるのも同様
で、組織を継続するにはリスクが少なくないのです。
さんくすはどうなのか？と言うと、編集作業などが出来

る人は限られます。そこで読者の皆さんにお願いとな
る訳ですが、記者はもちろんのこと、グラフィックデザイ
ンやパソコンに興味がある人はいませんか。
さんくすは画像の加工や､紙面レイアウトなど、印刷
業者に任せることなく、全て自前で制作し、印刷業者
には､出来上がったファイルをメール送信しています。
印刷物はその国の文化を映し出すとのこと。三区の
文化向上のためにあなたの能力をお借りしたいので
す。
前号ではレイアウトをいじりすぎたとの意見もあって、
本号は極力シンプルにしてみました。Ar

