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丘の上に佇む浅海八幡宮 

散歩道（７）おうかんの愛宕様と道標 

 森田石油から三区公民館の前を通り、南光寺方面へと抜ける道路が「おうかん」と

呼ばれたことは前号で記しましたが、森田石油の信号の所に、ひっそりと佇むのが愛

宕様です(写真右)。 

 愛宕様は現在の地点から100メートルほど公民館方面に進ん

だ、森田家の前の道路に祀られていました。昭和に行われた道路

整備による拡幅で行き場を失った愛宕様は、上原地区の火伏の

神として現在の位置に移されました。 

 愛宕様には「上原中(当時は右からの読み)」の文字が彫られて

いて、道行く人に集落の名前を知らしめていました。 

 そして、同地付近に設置されていた道標が、同様の理由で平成

23年に三区公民館の中庭に移設されました(写真左)。 

 道標には「西 薮塚 太田」と刻まれ、反対側には風化により読み取りにくくなっていますが「東 

竹沢 桐生」と刻まれています。この道は阿左美沼付近から阿左美の竹沢地区、桐生市内への

ルートだったようです。なお、道標が制作されたのは大正十年代とみられます。 

阿左美駅移転概要が示される 
 阿左美バイパスの拡幅により、駅舎の取り壊しが予定され

ている阿左美駅は、移転計画が上がっていて、みどり市はこ

れまでも説明会を行っていました。 

 昨年11月に東武桐生線阿左美駅の整備計画のイメージ図

(右図)と、関連予算を12月議会に諮りました。 

 阿左美駅の移転場所は、現在の地点からから200メートル

ほど新桐生駅寄りで、阿左美バイパスによって生じた三角形

の土地。開業は2020年の春を予定しています。 

 示されたパースには駅前ロータリーのほか、送迎用の駐車

場が描かれています。市の担当者は「これはイメージ図で、

変更されます」と話しています。 

 このほか、特急両毛号の停車には、現状では白紙で、駐車場を確保して、電車を活用するパーク＆ライドに

ついても未定です。また、東小学校への通学路として利用される阿左美アンダーの構造や歩道橋については、

複数の案があるようです。これらの計画を住民に示されるまで、もう少し時間がかかりそうです。 

笠懸東小４年生による阿左美沼清掃 
 平成３０年１１月２７日（火）午後２時より、笠東小４年生による阿左

美沼清掃授業が実施されました。 

この授業は平成１３年度より総合学習として実施してきました。毎年

子供たちが自ら学び考える力を育成するために継続しています。 

 今年度は児童、教職員８６名、保護者４３名、土地改良区関係１４

名の合計１４３名が参加しました。各組毎に沼の３か所に分かれ、

水辺のビンや缶、ポリ袋など拾い集めました(写真)。 

 この清掃授業のおかげで阿左美沼周辺のゴミの量は年々少なく

なっており、清掃の効果が実感できます。ただ近年はプラスチック

ごみが年々増えているのが気になります。子供たちは清掃授業を通して環境を維持して行く事の大切さや、自分

たちもその維持や美化を担う一員であること、またゴミを排出する側にならないよう注意することも学んだようです。 
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やよいひめ 誕生物語 (４） 

イチゴの品種改良の難しさと楽しさ －２ 

 イチゴの品種改良は数多くの交雑実生から選んだ

１株をふやし、試験規模を徐々に拡大。数年をかけ

て生産現場で適応性を評価していくもので、この間７

～８年かかる。 

 この段階で病気に弱いことがわかったり、大規模に

栽培し市場流通してから初めて傷みやすいなど想

定外の欠点が明らかになることもあり、各県の新品種

でも普及しないものも多々あるのが現実である。 

 こんなことが記憶に残っている。カリフォルニアでの

品種導入時、お世話になったサカタ・シード・アメリカ

の副社長とメロンの品種改良を担当していた日本人

スタッフの会話を私は車の後部座席で聞いていた。

副社長が担

当者に「ヒッ

ト 商 品 を 出

す か、ク ビ

に な る か、

やってみた

ら」と 話し て

い た。私 は

「そ れ ほ ど

品種改良と

は難しく、１

つヒット商品

が出せればいい方なんだ」と感じたものである。今で

も印象に残っている言葉である。（つづく）  

わかばサロンⅡ 
 新元号が待たれる年始めの１月９日（水）、午前１０時か

ら３区公民館ホールで、わかばサロンⅡ（福祉部主催）が

開催されました。 

 参加者40人で今

回はボランティアの

方々の体操指導、

琴演奏、南京玉す

だれ、皿回し体験、

と内容豊富に行わ

れました。 

 輪投げ大会で身

体を動かした後に

行われ た、恒例の

阿左美そば打ち愛

好会による食事会

は、お年寄りに大好評で、この日一番の笑顔が見られま

した。お年寄りの健康を地域が支える好企画に、多くの参

加が望まれます。 

区民グラウンドゴルフ 
 福祉部と行政区主催による区民グラウンドゴル

フ大会が12月８日（土）午前９時からの２時間、あ

すかホールグランドゴルフ場で行われました。 

 男性25人、女性12人の合わせて37人の参加で

した。当日は曇りで

温度も上がらず寒

い日でしたが、参加

者の熱気で大会は

大いに盛り上がりま

した。 

 結果は男性女性

をとおして優勝は高

野 千 歳 さ ん、準 優

勝 は 武 井 ト ミ 子 さ

ん、３位は赤石磯吉

さんでした。今回は

女 性 の 活 躍 が 目

立った大会でした。 

三区公民館の大掃除と防犯訓練が行われる 
 昨年１２月２日（日）の朝９時から、例年どおり、公民館の大掃除と防犯訓練が実施されました。天候にも恵ま

れ、当日の参加者は総勢約40人で、行政区、地区公民館役員、

協力員及び公民館を日頃利用している団体が中心となり大掃除

が行われました。 

 窓ガラス拭き、庭掃除、障子張り等のほか、今年は、網戸をすべ

て張り替えました。皆さん、初めは慣れないようでしたが、経験の

ある人に教えてもらいながら、段々と上手に張れるようになり、「こ

れで自分の家の網戸も張り替えられる」とか「網戸張り替え名人大

会を開催しよう」などと笑い話をしながら楽しく張り替え作業を行い

ました。また、掃除の後、みどり市消防本部と地元の消防団にお

世話になって避難訓練と消火訓練が行われ、一年間を締めくく

り、新年を迎える準備をしました。  

上手にお皿が回りました 

三角コーンを火に見立てて消火訓練 

この距離が難しい 

高級贈答品のやよいひめ 
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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 

第６回 美しい阿左美沼地域風景展 
 平成30年12月12日(水)から15日(土)まで、笠懸公民館ふるさ

とギャラリーにおいて、農地と水・阿左美地域環境保全協議会

主催による第６回美しい阿

左美沼地域風景展が開催

されました。 

 今年は絵画部門は一般

公募の部として30作品、賛

助出品３作品、子ども公募

の部100作品、写真部門で

は公募３作品がありました。

審査の結果、優秀賞として

一般の部５作品、子どもの

部８作品及び審査員特別

賞として１作品が選ばれ15日（土）表彰式が執り行われました。 

 この風景展は、阿左美沼を中心とした阿左美地域の里山や

沼、水辺の自然環境の保全と維持管理している地域住民の活

動を知っていただくため、啓発活動として取り組んでいます。

平成31年度も引き続き開催を計画していくそうです。 

期待されるアクロスプラザ笠懸 
 スーパーアピタ撤退後、跡地での開業が待たれていた大型

ショッピングモールのアクロスプラザ笠懸が3月7日(木)から順

次営業を開始します。 

 新しいショッピングモールは大和ハウス工業が開発し、その

関連会社が運営を行うもので、スーパー｢フレッセイ」を核とし

て、子供服の「バースデイ」、眼鏡店「JINS」、回転寿司の「スシ

ロー」、美容室「EARTH」、１００円ショップ「セリア」、ドラッグスト

ア「ウ エ ルシア」、「フ ィッ 茶ネ ス」のほ か、「ANYTIME  FIT-

NESS」、「かねこ耳鼻咽喉科」など幅広い業種が軒を並べま

す。 

 アピタ撤退後、スーパーの空白地帯となっていたこともあり、

地域住民からはショッピングモールの開業が切望されていまし

た。また、行政や商工会関係者からも新たな経済活動の核とし

ての期待も

寄せられて

います。 

 アクロスプ

ラザ笠懸は

周辺人口が

比較的少な

い 事 が、わ

ず か な が ら

課題となっていて、交通アクセスの良さにより、それをカバーし

ています。これらの事から、アクロスプラザを核として、周辺に

新たな事業者の出店や住宅増による人口増加などの施策や

都市計画を進めることが、行政に期待される事となるかもしれ

ません。写真：開店準備が進むアクロスプラザ。 

笠懸町子ども会 上毛かるた大会 

個人戦 三区高学年Ａ ３位入賞！ 
 1月20日（日）に

笠懸中学校体育

館 で、第 61 回 笠

懸町子ども会上

毛かるた大会が

開催されました。 

 三区からは、1年生～6年生の18人が個人戦

と3人１組の団体戦にチーム編成し、低学年の

部（1年生～4年生）と高学年の部（5、6年生）に

団体4チームと個人2人の合計6チーム出場しま

した。寒さの厳しい季節ですが、参加者は朝早

くから元気に集合していました。 

 上毛かるたは歴史が長く、1947年に製作され

てから現在も幅広く親しまれています。三区の

子ども達は、大会出場に向けて11月末から1月

18日まで週2回の練習をしました。当日は風邪

で出場できなかった子どもがいましたが、練習

の成果を大会で発揮した結果、個人戦では高

学年Ａ 第3位入賞となり、笠懸町代表として、

みどり市大会に出場しました。 

 子ども達は練習の時から、上毛かるたを通じ

て群馬県の事を学び、真剣な表情で札を取り

合う、お正月の伝統行事に参加したことは、子

どもたちにとって良い想い出になることでしょう。 

平成30年度各種団体反省会 
 2 月 9 日

（土）、三区

公 民 館 に

おいて、行

政区と地区

公 民 館 主

催による平

成 30 年 度

各種団体反省会が開催されました。本年度、三

区で行われた各行事に参加及び協力した各種

団体の役員や協力員の方々総勢約80名の参加

となりました。 

 冒頭で水出康雄区長と下山浩一公民館長より

「本年度も大過なく行事を進めて来られたのも

皆様の理解と協力のお陰です」と感謝とお礼の

お言葉がありました。新井前区長の｢各種団体

で新しい人を増やして欲しい｣という乾杯の挨拶

で始まり、本年度の反省や来年度に向けての歓

談や抽選会などで大いに盛り上がり有意義な反

省会となりました。 

絵画に見入る親子 

地域活動お疲れ様でした 
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ちょっとピンぼけ  

  生活習慣には気を付けているつもりだが、歳を重ね

還暦近くなったら、健康診断で要注意や要治療が増え

てきた。また、アレルギー体質の為、突然原因不明の

症状に見舞われる。その時は、様々な薬を実験のよう

に服用し効果を試すことになるが、これが相当キツイ。 

 時には呼吸が苦しくなり、時には顔が腫れ、恐ろしい

ほどの眠気に襲われる。「たかがアレルギー。大病にか

かり、生死の間で闘う人より楽な筈だから我慢しよう」と

言い聞かせるが、体がだるく外出も億劫になり塞ぎ込

む。そうなると、何でもない日々のありがたさが身に染

みる。健康な時は忘れがちだが、普通に過ごすこと、

出かけること、何かを頑張ること等など、健康な体が

あってこそ。  

 医学や薬学が進歩し、様々な病気の特効薬ができ

ることを切に願う。今、自分は薬のお陰でそれなりに

自由に動ける。そのことに感謝し、薬と上手に付き合

いながら、自分にできることをやっていこうと年初に

思った。 

生命（いのち）の貯蓄体操・仲間募集 

 ＮＰO法人 生命の貯蓄体操普及会みどり準支部

（現在１１教室・会員約１３０人・4０歳代～９０歳代）の

笠懸第三区公民館で活動している「かさかけヘルス

教室」を紹介します。 

 生命の貯蓄体操は東洋医学を基本に丹田呼吸法

と力を抜いて気持ちよく伸ばし筋肉のコリと歪みを改

善する運動です。 

 特に身体の奥深く隠れた部分の筋や関節、内臓

に働きかけて全身をリラックスさせ毛細血管の血流

改善・自律神経や精神の安定などに効果があるそう

です。 

 かさかけ

ヘルス教

室は平成

13年発足

で、赤 石

は る 子 教

室長を中心に会員13名が毎週金曜日午後2時から4

時まで三区公民館の和室で行っています。「自分の

身体に合わせて・無理せず・焦らず・楽しく」体操を

行っているので、誰でも入会大歓迎（男性も）です。

ぜひ見学に来て下さい。一緒に健康づくり始めませ

んか。 連絡先：赤石はる子0277-76-4743  

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募集します。4月から新

チームとして活動が始まりますが、現状では参加人

数が少ないため夏季と秋季に開催する笠懸町の球

技大会でチーム編成ができなくなるそうです。 

 まずは「体験から」「見学から」でも大歓迎です。仲

間たちと一緒に練習して汗を流しましょう！学年の

違う子ども達が仲間となって上位入賞を目指しましょ

う。 

◆初回練習日時：4月13日（土）9：30～12：00 ◆練

習場所：笠懸東小体育館 ◆毎週土曜日に練習 ◆

募集要項は小学校を通じて配布します。 

【問い合わせ先】冨田 090 -8586 -0689  

平成最後の元日 
 穏やかな快晴で迎え

た元日、阿左美沼(写

真右)では多くの人が初

日の出を迎え、その数

は年々増えています。 

 正午過ぎには駅伝の

選手が爽やかに走り抜

けました。 

 その一方で、米中経

済摩擦、日韓外交の問

題、厚労省のデータ問

題や、消費税増税、元

号の改元、身近なとこ

ろでは4月には市議選があります。 

 「今年は混沌として先が読めない」と話す金融関係者

もいます。 

 ここ三区では大型ショッ

ピングモールが開業し地

域経済の活性化も期待さ

れます。 

 消費マインドの低下が経

済を冷え込ませる一因な

だけに、新元号スタートと

なる2019年は、希望と活

気に満ちた年になることを

切に望みます。力走する

駅伝選手(写真左） 

資源ゴミ回収 ご協力に感謝 
 三区育成会では、今年度も年3回の資源ゴミ回収を実

施しました。第3回目の収入金は3月10日頃決定するそ

うですが、第2回目までに17,739円の収入がありました。 

 その収益は、育成会行事に参加している多くの子ども

達に有効活用することができ「区民皆様のご協力に感

謝し、次年度も引き続きお願いします。」と育成会の峰

岸会長から感謝の言葉がありました。なお、峰岸会長

は3月の任期満了をもって退任となります。 

仲間に入りませんか？ 


