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連載:阿左美の歴史・地域の文化財 12(最終回)  発展を続ける阿左美地域 
 平成の大合併が叫ばれる中、笠懸町も平成14年より合併

問題に取り組み始めました。 

 平成15年に初めての住民投票「笠懸町が競艇を廃止し、

東毛地域合併協議会に加入することの意志を問う住民投

票」を実施、これを否決し競艇継続となりました。桐生市も

競艇事業を住民に問うた後、平成16年競艇事業から撤退

しました。この年笠懸町、大間々町、東村で任意合併協議

会を設立、紆余曲折を経て平成18年3月、田村確也町長

により、2町1村が合併してみどり市が誕生しました。 

 阿左美地域は交通の便に恵まれ、中央にJR両毛線岩宿

駅があり、南東部に東武線阿左美駅があります。幹線道も

国道50号と北関東アクセス道としての桐生伊勢崎県道が

東西に走っています。域内には桐生競艇場、桐生公設市場、家電２社や桐生大学とキャンパス通り商店街が

あります。阿左美地域は合併後も田園都市部として発展し続けます。写真=国道沿いの大型店舗 

オヤジバンド・ベストロッカーズ賞受賞 
大和ＥＮＪ☆ＩＮ（ヤマトエンジン） 

 ３月５日（日）午後４時に、桐生市市民文化会館小

ホールで、桐生市スポーツ事業団とＦＭ－ＧＵＭＮＡ主

催の恒例のイベント、第１８回オヤジバンドコンテストが

盛大に行われました。 

 この大会で下山和英さん（元三区分館長）率いる大和

ＥＮＪ☆ＩＮが最優秀賞のベストロッカーズ賞を受賞しま

した。 

 バンドは、ボーカル兼リーダーの下山和英さん以下、

みどり市出身のメンバーが主で、キーボード、ドラム、

リードギター、ベースギターといった５人構成です。 

 本年度の選考会は申込み数が60バンドを超え本戦の

選出がとても大変であったという説明がありました。本戦

は、８組で４時間をこえる熱戦ライブでした。その中、大

和ＥＮＪ☆ＩＮは“勝手にしやがれ”、“カサブランカダン

ディ”という２曲で会場を大いに盛り上げました。下山さ

んは、「本大会に

出られたことが、

過去のいろいろ

の予選落選のリ

ベンジになりまし

た。」と、控 え め

に話してくれまし

た が、見 事 に 優

勝したことから、

ますます活躍が

期待されます。 

農業用水路清掃で田植えの準備 
 山の木々も芽吹き始めた４月23日(日)に、阿左美

沼土地改良区主催の農業用水路清掃（堀ざらい）

が実施されました(写真)。 

 冬の間用水路に溜まったゴミ、草、土砂などを取り

除き、きれいな水を水田に引込むための

共同作業です。例年田植えが始まる前

の４月下旬に恒例行事として実施してい

ます。 

 最初に全員で幹線排水路をその後各

班に別れ取水水路を清掃し３時間ほどで

終了しました。 

 水田は食糧生産だけではなく農村の景

観や環境、貯水機能など多面的な役割

を持っています。この地域活動で秋には

豊かな実りになることを願っています。  熱唱する下山和英さん 
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我が家の自慢料理 
 今回は簡単にできる、大根とゆずの酢の

物を紹介します。作り方は至って簡単で、

スライスした大根とゆずを市販のらっきょ

酢で漬け込み、タッパなどにいれて冷蔵

庫で一晩くらいおきます。 

 さっぱりしていてお茶うけに合うと家族

の評価もいいです。また、行楽のお弁当の

おかずとして我が家では大活躍の一品で

す。  投稿者  主婦M 

ボールの行方に集中する子ども達 

三区総会、街路灯の要望も 
 平成２８年度の笠懸町第三区総会が３月

25日（土）に公民館において、午後６時から

開催されました。 

 森田区長から行政の推進にあたって感謝

とお礼の挨拶がありました。続いて、赤石晋

一前区長を議長として議事に入り、平成２８

年度の事業報告、平成２８年度決算報告、

監査報告、地区公民館会計報告、子ども育

成会会計報告、平成２９年度事業計画及び

予算（案）、新役員が紹介され、全ての議案

が承認されました。続いて新区長の挨拶が

ありました。 新井新区長から「力を合わせ

て三区を良くしていきたいと思います。来年

度は荒神山の下草刈りが三区の当番となり

ますので、よろしくお願いします」と挨拶があ

りました。 

 参加した区民からは、整備された阿左美

小沼駐車場周辺の防犯対策に街路灯の設

置について要望が出されました。 

セーフティーネット充実と教育施設としての役割 
笠懸町第３区区長：新井栄 

 去る３月25日の総会において、区長に新井栄、副区長に水

出康雄、武井達夫が、公民館長に斉藤利弘、副公民館長に下

山浩一、松田周明(敬称略)の6名が承認されました。(関連記事

4面) 

 当区では育成会の活動のほか、体育協会によるスキー教室

やハイキング、グラウンドゴルフやカラオケ、コーラス、舞踊など

様々な活動が行われています。また、昨年は自主防災組織を

立ち上げるなど青色パトロールと合わせて、区民の安心・安全

をさらに高めるべき活動を行っています。 

 三区公民館では、子ども八木節を教育事業としていますが、

公民館は「誰でも学ぶことができる」施設です。従って、「区民

の皆様が学びたいことがあれば後押しをする」施設でもありま

す。「学ぶ」というと堅苦しいので「楽しむ」くらいで良いと思いま

す。楽しみたいことを、私たち６人にお寄せ下さい。新たなサー

クルの立ち上げができたら良いと思います。 

 さて、区長職を受けると同時にみどり市の区長会長となってし

まいました。区長会の席で、「合併してから１０年を超え、新たな

スタートとして、区長が率先して笠懸、大間々、東３地区の相互

理解を進め、一体感の醸成に本腰を入れたい」と話しました。こ

れについて具体策はこれからですが、姉妹都市の提携がある

ように、他地域区と提携や協力を進め、災害時のセーフティー

ネットの拡充、文化交流などが進められたら素敵だなと思いま

す。 夢を語るのは簡単ですが、区民の皆様のご理解と協力が

ないと何事も前に進みません。何とぞよろしくお願い致します。 

写真＝左から新井栄さん、水出康雄さん、武井達夫さん 

写真=左から斉藤利弘さん、下山浩一さん、松田周明さん 
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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 

わかばサロンで体力測定 
 高 齢 者 の

健 康 維 持 と

交 流 の 場 と

なっているわ

か ば サ ロ ン

(社会福祉協

議会主催)が

4月5日(水)

に 行 わ れ ま

した。 

 今年は、転

倒防止のた

め、筋力アッ

プがテーマと

なっていて、

身長や体重測定のほか、握力測定と血圧測定が行われ

ました。また、筋力を育てる体操などが行われました。 

今年の予定は次のとおり◆わかばサロン：6月7日、8月2

日、10月4日、12月6日◆わかばサロンⅡ：５月10日、7月

5日、9月6日、11月1日、1月10日ともに水曜日10時か

ら、参加費100円となっています。 関係者は「多くの区

民に参加してほしい」と話していました。 

パウダースノーを満喫 スキー教室 
 2月12日(日)、三区体育協会主催のスキー教室が

丸沼スキー場で開催されました。 当日は前日から

降りしきる大雪でチェーン規制がかかり、自動車の

大渋滞となっていました。雪はスキー場までの間、

ずっと積もったままでたどり着くまで大変でした。 

 しかし、スキー場の雪は新雪でこれ以上ないくら

いのベストコンディションで、参加者は皆スキーやス

ノーボード、小さい子たちは親子でソリなどで新雪

の感触を満喫していました。 

 スキー場のレストハウスには以前から風呂がありま

したが、新たにきれいに作り直されていて、疲れを

ゆっくり癒しました。 さて、会場でスキーなどを楽し

み、帰路についたのですが、帰りもまた大渋滞でバ

スはなかなか進まず、渋滞は高速に乗っても続きま

した。 

 行き帰りが共に渋滞で、参加者たちは大変でした

が、パウダースノーの新雪という最高のコンディショ

ン(写真)で楽しい時間を満喫したひと時でした。 

区民ゴルフコンペ優勝は原田さん 
 ３月11日(土)に、城山カントリー倶楽部において、10回

目となる笠懸町第三区区民ゴルフコンペが開催されまし

た。 

 朝は少し冷たい風が吹いていましたが、日中は穏やか

な日和に恵まれ、28名の参加者で熱戦が繰り広げられ

ました。プレー終了後は三区公民館で行政区と地区公

民館主催の表彰式と慰労会が行なわれました。成績は

次のとおりです。 

優勝／原田浩、準優勝／森田益美、３位／新井茂男 

写真下＝ゴルフコンペに参加の皆さん 
各種団体初顔合わせ・隣組長会議 
 平成29年度、三区各種団体の初顔合わせが、4月23

日(日)午後6時から三区公民館にて22団体参加のもと

で行われました。これは年度当初に公民館の利用方法

の周知や各種団体の年間活動予定などを確認するも

のです。 開会にあたり新井区長と斉藤公民館長から

それぞれ「毎年各種団体の協力がなければ区の行事

が成り立ちません、本年度もご協力をお願いします」と

挨拶があり、その後各種団体の代表者から年間スケ

ジュールの発表と意見交換がありました。  

 なお、4月16日(日)には、本年度の新しい隣組長を対

象に隣組長会議が行われ、仕事内容の説明や、自主

防災組織の防災員としての委嘱状を交付しました。 

 これは、昨年自主防災組織を立ち上げたことから、防

災意識やセーフティーネットの充実を目指すものです。 

健康維持は体力測定から 
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ちょっとピンぼけ  
   先日、カメラを持ちぶらりと車で国道122号を大間々

～足尾方面へと向かいました。快晴で車窓から桜の花

が咲き誇っているのが見えました。カメラを構える人た

ち（撮り鉄）でわたらせ渓谷鐵道沿線は賑わっていま

す。神戸駅に行ってみると周辺は車を止めるスペース

もない混雑ぶりであったので、折り返しながら撮影場所

を探すことにしました。 

 花輪駅駐車場に車を止め付近を歩くと桜の花と野花

が満開、その土手下にはわたらせ渓谷鐵道が走って

おり、最高のロケーションです。その場所には自分とも

う一人だけでした。その方は「もう数分で電車が来ま

す、私はこの位置で撮りますがお願いします」と声を

掛けてきました。何とマナーが良い人だ！「自分はこ

の位置で撮りますのでお願いします」と返答、その方

は横浜から前泊で毎年この時期に来ているそうで、撮

り鉄の鏡でした。初めての撮り鉄での良い経験でし

た。 写真＝上（T.S) 

関連動画URL https://youtu.be/7hHxKTedL5s  

平成29年度 

各種団体役員 

★行政区 

区長＝新井栄／副区長＝水出
康雄／武井達夫 

★地区公民館 

公民館長＝斎藤利弘／主事＝
下山浩一／松田周明 

★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 

須藤利晴／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／赤石知巳／
赤石光史／植竹春彦／佐藤英
昭／塚本吉昭／藤生大介／森
田徹／今泉健司／須藤秀和 

★子ども育成会 

会長＝中村正義／副会長＝石
井理彦／副会長＝丸山由加里 

★民生児童委員 

森田峯治／赤石礼子／中村篤
美／下山登美子/和泉たか代 

★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 

子ども八木節教室参加者募集 
 5月12日（金）から、三区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毎年披露して

います。 

 練習は小学2年生から参加することができ、学年を超えた交流と八木節を通

して文化を知ることもできます。多くの方々の参加をお待ちしています。 

◆練習場所：三区公民館◆練習日時：毎週金曜日。19：00～20：45 

ドッジボール・仲間募集 
 三区子ども育成会では、ドッジボールに参加してくれる小学生のメンバーを

随時募集しています。笠懸町の夏季と秋季球技大会に三区チームとして出場

します。低学年の子ども達にとっても楽しい球技大会になっているようです。 

 ◆練習場所：笠懸東小体育館 ◆毎週土曜日に練習 【問い合わせ先】中村 

080-6629-5543  

資源ゴミ回収で育成会活動資金 ご協力を 
 三区子ども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、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」と中村会長も話していました。 

◆開催日時：6月18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）  

ひまわりコーラス仲間募集 

 ひまわりコーラスは、毎月第2、4月曜日、午後7時30分から9時まで、三区公

民館のピアノがあるホールで合唱の練習をしています。明るく、楽しく、元気よ

くを合い言葉に、みなさんと一緒にやってきました。 

活動は、合唱だ

けにとどまらず、

三区で開催され

るいろいろな行

事の準備など、

地域活動にも積

極的に協力して

います。 

ひまわりコーラス

に参加しません

か。 

【問 い 合 わ せ

先】岩野次代76

-4318 

 

わたらせ渓谷鐵道は 

鉄道マニアの人気スポット 


