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丘の上に佇む浅海八幡宮 

散歩道 愛宕神社（火除けの神）   

 仲町の愛宕神社は、寛政２年３月（西暦１７９０年）今から２２７年前に仲町の氏

神（同じ地域に住む人々が共同で祀る神道の神）として祀られました。 

 その後火除けの神として代々の先祖が敬い、明治から大正の様子では毎年１

月２４日に成人の男子が集まり昼食と夕食（五目飯とけんちん汁）を作り神様に供

え、その1年間の火災等の災難がない様に祈り、一日中お祭りをしたそうです。 

 今日では秋の１０月１７日に近い日曜日に、愛宕神社秋季祭典が行われていま

す。本年度は、１０月１５日（日）が雨天のため、三区公民館ホールで仲町氏子１

６名が集まり、お酒・お米・おでん・果物などを神様に供えて１年間火災の災難が

ない事を祈る祭典が行われました。今でも歴史の古い伝統行事となっており、仲

町氏子一同によって守られています。 

阿左美アンダー改修 
 阿左美バイパスの工事に伴い、阿左美

駅に隣接し、県道と東武桐生線をくぐる地

下通路阿左美アンダーの構造等の説明会

が、桐生土木事務所の主催で、8月23日

(水)に笠懸公民館で行われました。（写真） 

 同バイ

パ ス は

現 在 国

道 50 号

付 近 か

ら 阿 左

美 駅 付

近 ま で

の新設工事が行われていて、今年度中に

開通予定。 

 阿左美アンダーは、東武桐生線の北と南

を繋ぐ重要な路線で、延長100ｍのうち30ｍ

がボックス構造で、車道2.6ｍ歩道1.4ｍ高さ

2.3ｍとなっています。現在2車線の県道

は、4車線になる事から、改修が必要となり

ました。 現在の課題としては①大雨のとき

に冠水する。②階段の勾配が急。③内空高

さが基準以下の2.3で、緊急車両等の通行

が出来ない。④道路勾配が急。⑤歩道、車

道幅が狭い。⑥防犯上の問題がある。など

です。 これに対応する整備方針としては、

阿左美アンダーの延伸をする。既存ボック

スを利用し、延長は100ｍから115ｍとなって

います。東武桐生線には歩道橋を設置する

としています。また、排水表示の設置や排

水ポンプの増設により、課題の一部は解決

出来る見通しです。 ＜2面に続く＞ 

荒神山 

柴刈り作戦 
 １１月１１日（土）午

前９時から１１時まで

笠懸東小学校の南

側にある荒神山の下

草刈りが行われまし

た。毎 年 一、二、三

区合同でこの時期に

行われている行事で

す。今年は三区が持

ち回り当番ということ

で、１０月には各区役員を招集し、事前打ち合わせ会議を開催し

準備を進めてきました。「地域の自然をみんなで守る取り組み」と

して１８回目となります。 

  当日は、各種団体、交通指導員、荒神山友の会、笠懸東小ＰＴ

Ａ・教職員、阿左美沼土地改良区など１２０人が、東小の校庭に集

合し、三区新井区長から「こういった取組を通し、つながりを深め

て地域を良くしていきたい」との挨拶がありました。また、校長先生

からは、「荒神山の中と外をきれいにして、最高の山にしていきた

い。今後ともよろしくお願いします」と挨拶。その後、山の中腹、北

斜面、西斜面を担当する３班体制に分かれて下草刈り作業が行

われました。手入れをすることにより、里山が荒廃することなく自然

が保たれ、カタクリも毎年きれいに咲きます。 

 参加した人からは、「天気が良くってよかった、ずいぶんきれい

になったね」といった声が聞かれました。作業後は、けんちんうど

んや味噌おでんなどをいただき、疲れを癒やし交流を深めまし

た。 

  近年は里山の手入れが届かないためイノシシの被害なども多く

なっているところもあるようです。みんなで協力して行事をやること

が希薄になっている時代ですが、この柴刈りは大切な地域の自然

を守る取り組みとなっています。  

下草刈りのご褒美は3月に咲くカタクリ 
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阿左美駅の移動も 
 桐生バイパスの伊勢崎方面への拡

幅にあたり、阿左美駅の建物に一部当

たることから、阿左美バイパス新設に伴

い用地買収をした自動車販売店の跡

地など約4600㎡を利用して阿左美駅を

新桐生駅方向に移動する計画です。 

 阿左美アンダーは緊急車両が通れな

い構造のままとなることや、4車線の県

道を平面交差の信号で渡らせ、その後

に歩道橋を渡らせる構造は新たな危険

が懸念されます。この事から、「4車線の

道路と東武線を跨ぐ歩道橋を作ったほ

うが良い」などの意見もありました。 

 また、阿左美アンダーは、現状と同じ

ように車道のほかに歩道が付くもの。こ

れまでと同様に、歩道が付くもの。地下

通路で子どもを通学させるのは危険と

いった課題解決にはなりません。 

 笠懸東小学校は、東武線と荒神山に

挟まれた場所にあることから、アクセス

するための道路が少なく、阿左美アン

ダーは重要な通路。今回の県道拡幅と

阿左美駅の移転に伴う周辺道路の整

備終了後は、遠い将来にわたり構造を

変えることは不可能となる事が予想され

ます。移動する阿左美駅南に駐車場を

設け、パーク＆ライドの噂もあります。地

域の安全や将来の発展、子どもの安全

のために、みどり市としても新たに陸橋

を設けるなどの抜本的な対策を行う必

要があるようです。写真：赤い破線が延

伸する阿左美アンダー。 

我が家の自慢料理      

 今回は、春さめのワンタン

スープの紹介です。はじめに、

具の作り方です。ひき肉に摺

り下ろしのニンニク、生姜を混

ぜ市販のワンタン皮に包みま

す。大きさと量はちょっと大き

め多めが我が家流です。（具

を別の鍋で挽肉に火が通る

程度に茹で上げます。春さめ

も同様にします）。 

 次にスープです。適量の水と長ネギ、コンソメ、塩コショウ、めんつゆ

などの調味料を加えて加熱し、ワンタンスープを作ります。上記のワ

ンタンと春さめをスープにいれます。程よく煮込み完成です。家族に

は、とっても温まりヘルシーな料理と好評です。投稿者 主婦M 

アクロスプラザ阿左美開店は30年10月 
 アピタ笠懸店の跡地に、大和ハウスグループが計画する“アクロ

スプラザ阿左美(仮称)”のオープン予定が平成30年10月頃になる

事がこのほど明らかになりました。 

 関係者の話によると、平成29年12月時点では、群馬県や太田土

木事務所と開発のための協議を行っていて、平成30年１月末頃に

協議が終了する見込み。 

 ２月からおよそ２か月の造成工事期間を経て４月から建物工事を

行う予定となっています。９月中には建物が完成し、テナント向けに

細かい仕上げをしたのち、10月には開業する見込みとなっていま

す。 

 アピタ笠懸店の営業終

了によって、地域の住民

からは｢買い物が不便に

なった、一刻も早く開店し

て欲しい｣などの声が上

がっています。 

 現在出店が予想される

企業は以下のとおり。フ

レッセイ(食品スーパー)、

蔦屋書店、スシロー（回転寿し)、ジンズ（眼鏡店)、ウェルシア(薬

局)、セリア(100円ショップ)、コインランドリー、EARTH(美容室)、孫

の手・ぐんま(介護用品)、ATM(桐信)、宝くじ売り場、コイン精米機

などとなっています。写真は更地となった建設予定地。 

一区、二区と災害協定締結 
 三区行政区では、11月11日(土)に行われた荒神山柴刈り大作戦に

あわせて、一区、二区、三区の災害時の提携を行いました。これまで

東小学校を通学区とする３地区は、荒神山の下草刈りなど、協同で事

業を行ってきました。これらの実績を踏まえて、区民の安全安心を高

めることを目的に今回の協定締結となりました。（写真右） 

 災害時には東小学校や南中学校など避難場所が同じ施設となる事

から、この協定によりお互いに情報の共有や、避難者への対応、物資

の提供などを行う事が出来るようになります。 
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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 

多くの子どもが参加したラジオ体操 

敬老祝賀会、楽しく開催 
 行政区主催

による 恒例の

敬老祝賀会が

10月9日(日)に

三区公民館で

開 催 さ れ、75

歳以上の78人

の方が参加し

ました。 

 新井区長か

らの祝辞の挨拶に始まり、来賓の石原市長、柳井社会

福祉協議会長、今泉市議会議員、井野衆議院議員の

4氏などから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、手作りのけんち

んうどんなど、おもてなし料理がふるまわれました。会

食の際には、ひまわりコーラスの合唱、子ども八木節、

みずほ会などの日本舞踊、民生委員の寸劇などが行

われました。寸劇では市内で実際にあったお年寄りを

狙った詐欺行為を紹介し、注意を喚起していました。

最後の抽選会では全員に景品が配られるなど、だれ

もが楽しいひと時を過ごしました。 

区民ハイキング箱根・小田原散策 

～芦ノ湖畔で海賊船に乗船～ 
 9月10日(日)、第三区体育協会主催の区民ハイキン

グが催され、箱根・小田原を散策しました。 

 当日は箱根大涌谷に向かいました。登坂道は大渋

滞の中を進

みました。硫

黄 の 煙 と 匂

いの漂う中、

真 っ 黒 に

な っ た 温 泉

卵 を 食 べ ま

した。この黒

い卵は食べ

ると長生きで

きるとか。 

 その後、芦ノ湖畔まで歩き、姥子から箱根町まで海

賊船に乗船しました。風と水しぶきを受けながらの

ちょっとした航海は映画のジャック・スパローになった

気分でした（写真）。 

 その後、小田原・鈴廣で蒲鉾と相模湾の海の幸を

使った昼食に舌鼓をうち、小田原市内に入ってから小

田原城天守閣を見学しました。小田原市内を一望でき

る天守閣からの景色は壮観でした。内容の濃い行程

でとても楽しめました。 

 来年の内容もすでに計画を立案中です。皆さん奮っ

てご参加ください。 

育成会日帰りバス行事 
 9月2日(土) 笠懸町第三区子ども育成会主催による、

第7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44名、大人31名 合計75名が参加し

て、茨城県にある「おかめ納豆で知られているタカノ

フーズ」と明太子の老舗かねふくが運営する「めんたい

パーク」の工場見学（写真）。 

 那珂湊ヤマサ水産では、食事後に育成会のために

特別でマグロ解体ショーをしていただきました。工場見

学では、ハイテクな機械で製造する所が見ることがで

き、子どもと一緒に大人も釘付けでした。マグロ解体

ショーも迫力があり、マグロの頭を持ってみたりして、普

段出来ない体験をして楽しそうでした。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  

笠懸町秋季大会！三区 ３位 

 10月8日（日）に笠懸中学校体育館で、笠懸町子ども

会秋季球技

大 会 が 開 催

されました。 

 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 合 計

16 人 が 出 場

しました。 

 当日は、出場した6チームが3チームずつＡ・Ｂブロック

に分かれてのリーグ戦から始まりました。三区は決勝トー

ナメントに進出し、準決勝では敗退しましたが、3位決定

戦では逆転勝利し3位となりました。夏季球技大会で入

賞を逃してからの練習成果が発揮され、3位入賞できた

姿は、嬉しさあふれる素晴らしい表情をしていました。 

集中力とチームワークで３位獲得 
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ちょっとピンぼけ  
 毎年夏に開催される納涼祭から早数か月が過ぎて

いる。3区の各種役員として関わるようになっていたが、

今年の祭りは当日の準備と片付けも含めて体調不良

のため欠席した。 

 納涼祭当日は忙しく、時には「しんどいなぁ」とぼやき

も出たりするのだが、実際に参加できなかったのは初

めてであり、自分自身でもショックだった。 

 そうなると奇妙なもので祭りの様子がやたらと気に

なった。今年はサンバが初めて参加するということだっ

たのでそれも気になった。祭り会場の明かりを窓越し

にながめたりしていると、やがてサンバの音楽が鳴り

響きとても楽しそうに感じたし同時に縁遠いもののよう

に感じて少し寂しかった。仲間達がケータイで画像を

送ってくれて会場の様子を教えてくれたのは嬉しかっ

た。本当にありがとうございました。 

 後日、祭りは大変盛況に終わったとの話を聞いて安

堵した。来年の事だから鬼の笑うような話ではあるが、

次回の祭りでは体調万全で臨みたい。 

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／エンドー薬局あざみ店／はしづめ

歯科医院／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／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／あざみん家／萬屋 

東小で稲刈り、例年並みの収穫 
 秋晴れの10月10日（火）午後２時、東小学校近く

の水田（４アール）で、東小５年生90名と先生、保護

者、地域協力者など約25名により稲刈りが行なわれ

ました。５年生の総合学習の時間を使う体験学習の

なかの一環で、６月に田植えが行なわれたもの。 

 今年は日照不足で心配された生育も徐々に回復

し例年並みで180㎏ほどの収穫が見込まれるという

ことです。作業は機械を使わずの手作業で、チーム

ワークが問われる内容です。刈る人、結束する人、

それを干す人、みんなで協力した２時間で作業は

無事終了。汗をかき笑顔と達成感の声が響きまし

た。 

実りの秋なのに 
 今年の秋は雨の日が多かった印象ですが、実際前橋の８

月から１0月までの過去天気情報を調べたら下表のようにな

りました。 

 東京でも8月に15日連続降雨が観測されました。これは

127年ぶりの記録だそうです。県内でもデータから日照時間

がいかに少なかったかわかります。これらの原因は地球温

暖化による影響と考えられていますが、まだ充分に解明さ

れていません。ただ今後異常気象による自然災害が増える

と予想されています。 

 日照不足による影響は農作物の生育遅れや収量の減

少、品質の低下などに起因すると懸念されています。本来、

収穫や実りの秋などと称され五穀豊穣を祝う祭事が各地で

開催される時期ですが、実りの秋を実感できない今年で

す。今後晴天が続きおだやかな秋冬になることを切に願っ

ています。  

 8月 9月 10月 計 率 

晴れ 9日 15日 9日 33日 36％ 

雨・曇り 22日 15日 22日 59日 64％ 

 31日 30日 31日 92日 100％ 

刈り取った稲は天日干しされます 


