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自治会長挨拶 

 去る１０月１２日（土）、１３日（日）の両日におこなわれました「南町一丁目祭り」に際しま
しては、町内皆様のご協力により盛大に行なうことが出来ました。天候にも恵まれまた事故もな
く無事終了することが出来ましたこと厚く御礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さて、いま自治会では「安心安全な町づくり」のために、自治会役員の皆さんがプロジェクト
チームを立ち上げ、以下のような施策の検討をおこなっております。 

１．自主防災会組織の見直し 

 現在、当町内の自主防災会組織を震災優先に考えたものにしていきます。 

 前橋市は岩盤が固く地震の被害は比較的少ないといわれていますが、震度６弱の地震は想定し
ておく必要があると思います。そのためには自主防災会組織全体の役割分担を絞ると共に、小回
りの利く機能的な組織にする必要があります。 

 有事の際に、ひとり暮らしの方、身体の不自由な方に不安を抱かせることなく安全な場所に避
難させ、逃げ遅れを出さないという考えのもとに、自主防災会組織の見直しをおこなっておりま
す。 

 平成２５年度中に完成させ、平成２６年４月よりスタートする予定です。 
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２．防犯パトロール（夜警）の実施 

 １２月２４日（火）～３０日（月）の間、歳末防犯パトロール（夜警）をおこないます。 

 町内の防犯委員、成年会の皆さんが拍子木を叩きながら町内をパトロールし、事故の抑止につ
とめてまいります。 （自治会長 根岸 貞夫） 

南町一丁目祭り（前橋まつり協賛）特集 

子供たちには、よい思い出に 

 南町一丁目祭りでは、町内の皆様の御協力により、事故やけがなく無事に終ることができ感謝
致しております。また反省会ではいろいろな御意見をいただき、来年の祭りで参考にしていきた
いと思います。	 
 祭りでは、子供たちも大きな声を出して太鼓をたたいていました。きっといい思い出になった
ことでしょう。	 
 山車の彫り物が祭りに間に合わず、皆様に披露できなかったこと申し訳ありませんでした。製
作に時間をかけて良いものを作ってくださっているそうです。今からどんな彫り物か期待してい
ます。 	 
 町内の皆様、お疲れ様でした。有難うございました。	 
 （実行委員長／成年会会長 池田 宏一） 

南町一丁目祭   

 子供も楽しみにしていたお祭り、疲れていても眠くてもお囃子の練習は集会所まで元気に走っ

て行きました。子供たちが真剣に太鼓を叩く姿は、親としては感慨深いものがあります。 

 練習に毎日のように足を運んで下さった自治会、成年会の皆様方には大変感謝申し上げます。

和やかな雰囲気の中でたくさんの熱いご指導によりとても上達することができました。６年生に

とっては最後のお祭りです、悔いのないそして息の合った演奏をお披露目できました。この頑張

りがこれからの成長に生かされることでしょう。ハラハラドキドキの学年でしたが、町内の皆様

の温かい目に見守られながら６年生になり、立派にお祭りを盛り上げることができたと思います。 

模擬店については、卒業生と卒業生保護者にもお手伝い頂き、大変な作業にも関わらず皆で一丸

となってやり抜いて頂きました、これもまた感謝です。ありがとうございました。 

 どうなることかと大変不安でしたが、終わってみれば天候にも恵まれ、事故も怪我も無く無事

に終えられたことを嬉しく思います。これからも末永く南町一丁目祭りが栄えることをお祈り申

し上げます。 （育成会会長 弓場 惠子） 
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楽しかったまつり 

 まつりのさいしょのおはやし練習の時に、自分はたいこのバチを回すのがあんまり上手くなく
て、みんなはけっこううまいとおもいました。だから、みんなみたいにバチをまわせるようにが
んばりたいと思いました。大ども、はじめて６年生に習った時にあまり上手じゃなかったけど、
いつのまにか上手になっていました。練習をしている時に、夜なのでときどきねむくなっていま
した。 

 まつりの本番の日、行く前に目と鼻に赤と白のメイクをしてもらいました。目がメイクでかゆ
くなりました。それからつなを引きました。はやく大どやたいこのでばんがこないのかなーと、
おもいました。 

 次に、やっとたいこのでばんがきました。それで、いっしょうけんめいたいこをたたきました。
とちゅうに、バチがすべりそうになってしまいました。 

 朝の山車が終わると、食べ物のチケットをもらいました。そのチケットで、ポップコーンやや
きまんじゅうや焼きそばをもらいました。お父さんにラムネを買ってもらいました。それで、ま
ずやきまんじゅうから食べました。やきまんじゅうは初めて食べました。もちにタレをつけてい
るような味でした。次にポップコーンを食べました。ポップコーンはけん一まいでいっぱいふく
ろにぎゅうぎゅうずめになるほど入れてもらいました。味は全部おいしかったです。 

 まつりはすごく楽しかったです。また、まつりにさんかしたいと思いました。  

 （あさ川けい一ろう） 

前橋まつりの思い出 

 私は育成会に入って前橋まつり、和太鼓を初めてたたきました。最初に楽譜を見た時全然わか
らなくて不安でした。でも成年会の方々が丁寧に教えてくれたのですぐにできるようになりまし
た。６年生の最後の前橋まつりの時期、私は「おまつりの練習まだかなぁ。」と思っていました。
また太鼓をおもいっきりたたけると思うとワクワクしました。おまつりの練習はとても楽しかっ
たです。 

 前橋まつりで町に行く日の昼、マーチングを終えて準備をしているとき私はドキドキしました。
「これが最後なんだ・・・。」と少し悲しかったです。 

 山車が出発する時はもう緊張はしていませんでした。とても、楽しみでした。いざ始まると夢
中で演そうしました。おもいっきりたたきました。しばらくして立川町通りで南町のアナウンス
がされて少しはずかしかったです。おわった時私は「あれっ？もうおわり？」と思い少しさびし
かったです。 

 ４月から私は中学生になります。山車で太鼓がたたけないのが残念です。中学生になったら広
場の手伝いをしたいです。今までありがとうございました。 （６年 秋月 涼花） 
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前橋祭り 

 ぼくは、前橋祭りで心に残ったことが三つあります。 

 一つ目は四年生になって初めておうどをたたいたことです。練習の時はまちがえたりしたけど
お祭りの時はまちがえずに最後までたたけたので良かったです。山車の上にずっと座っていたら
おしりがいたくなっちゃったけど、まちがえずにたたけたのでうれしかったです。 

 二つ目は太こです。毎年練習をしているので上手にたたけて良かったです。五、六年生がマー
チングでいない時は、ぼくたち四年生ががんばらないとなのできんちょうしたけど、一生けんめ
いたたきました。今までで一番上手にたたけたと思うので良かったです。 

 三つ目は山車を引っぱるのが大変だったことです。山車はとても重たいので信号で止まるとま
た引くのが大変でした。ぼくはいっぱい力をこめて引っぱったのでつかれてしまったけど、友達
も、お父さんも、お母さんもみんながんばっていたのでがんばりました。休けいの時に飲んだジ
ュースがおいしかったです。 

 また来年ももっとおうどや太こが上手にたたけるように練習からがんばろうと思います。みん
ないっしょにがんばっているお祭りは、大変だけど、ぼくは楽しいと思います。来年も楽しいお
祭りになるといいなと思います。 （４年 斎藤 碧） 

前橋まつりに参加して 

 今年の前橋祭りは晴天と３連休に恵まれ、大変良い状況での開催になったと思います。子供も
５年生となり、高学年の仲間入りをしました。また、昨年前橋に引越して来たため、前回のお祭
りでは要領がよく分からず、親子共に疲れ果てた割には大したお役に立てず、心苦しい面も多々
ありましたが、今回は２回目の参加となり幾分かは力を発揮でき、また楽しめた事は大変意義の
ある点だったと思います。そのような体験から、今年参加された方々のご苦労やお疲れが良く分
かります。不慣れな行事に戸惑いながらも、小さなお子さんの面倒を見つつ裏方の仕事に奮闘し
て下さったお母さん方の努力と活躍に感動しました。 

 子供達のお囃子の練習もそうですが、自治会及び成年会、育成会保護者の方々の事前準備やお
祭り翌日の後片付け等も、全てお祭り本番を楽しむための大事な労力だと強く感じました。毎年
の事とは思いますが、陰の力持ちとして働き、活動している一人一人の方の尽力に頭が下がる思
いです。感謝の気持ちを忘れず、また次の年代の方に引継ぎをし、うまくバトンタッチしていけ
たら良いと思います。 

 来年のお祭りも今年同様に素晴らしいお祭りとなり、良い思い出の歴史として長く続いていき
ます事を祈念しております。お世話になりました多方面の方々に深く感謝申し上げます。 

 （育成会 山中 利恵子） 
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これからもよろしくお願いいたします 

 今年は、長男が育成会に入って以来１０年がたち、次男が入会して５年目になります。長男は
小学校６年間太鼓をたたき、中１では笛を吹かせていただきました。そして今年高１になって、
焼きまんじゅうを焼かせていただきました。愛想のない長男ですが、育成会のお母さん方にやさ
しくご指導いただいたり、町内の皆さんに声をかけていただいて、楽しく過ごせたようです。自
分の食べたい焼き加減の焼きまんじゅうを串に刺したまま食べたかったとか。目的を果たせて大
満足でした。小５の次男は、今年の夏から笛を吹けるようになりました。お囃子練習の時には谷
中先生の隣で吹かせていただきました。笛を吹くと息が苦しくなるけれど、だんだん慣れてきた
と言います。子供たちはお祭りを通じて、町内外の大人や子供と接し、様々な経験をし、多くの
思い出をつくることができました。 

 子供だけではありません。私はこれまで焼きまんじゅうを担当し、年々腕を上げてきたと自負
しています。今年は焼きそばの係になり、野口さんのご指導の下、炒め方やソース・水の加減を
身につけ、新境地を開きました。 

 次男は来年度で育成会は卒業です。そう思うと寂しいやら、ホッとするやら。でも、南町１丁
目の住人ですから、これからもきっとお祭り広場のどこかでエプロンをつけて動き回っているよ
うな気がします。実行委員会のみなさん、今年もお世話になりました。そして、これからもよろ
しくお願いいたします。 （３組組長／育成会 田口 有理） 
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敬老祝賀会、台風１８号直撃で中止に 

 １０月１６日に行なわれる予定の敬老祝賀会が、台風の直撃で中止になりました。敬老祝賀会
が中止になったのは初めてです。 

 大型の台風１８号が紀伊半島沖を北上、午前８時前に愛知県豊橋市付近に上陸しました。前橋
気象台も、台風に伴う大雨や暴風等に対し、警報・注意報や気象情報で警戒を呼びかけていまし
た。埼玉県熊谷市と群馬県みどり市では突風が発生、被害が出ま
した。前橋でも正午前、風速２５メートル以上の暴風域に入った
ということです。 

 これを受け、敬老祝賀会の中止を急遽決定。民生委員や自治会
役員が参加予定者に中止の連絡を行い、組長さんが成年会の応援
を得て、暴風雨のなか記念品やお弁当を配布して回りました。 

 祝賀会を楽しみにしていた皆さんには大変残念でしたが、来年
は「倍返し」するので期待して下さい。 

残暑にめげず 

南部地区グラウンドゴルフ秋大会 

 ９月２１日（土）、利根川河川敷南町公園の２面を使い、平成２５年度南部地区第２回グラウン
ドゴルフ大会が開催されました。南部地区地域づくり協議会では、健康増進と住民の交流を図る
ことを目的として、年２回、春と秋にグラウンドゴルフ大会を実施しています。 

 当日は、朝から気温が２５度を超える残暑
の厳しい日となりましたが、選手は早朝より
続々と参集、コーン、カーンと小気味良い音
をたてて練習に打ち込み、コースの特徴を確
認していました。 

 一町２チーム（１チーム６人）、総勢７２名
の選手が熱戦を繰りひろげ、結果は南町四丁
目Ａチームが優勝。南町一丁目チームでは、
遊佐さんがホールインワン賞を獲得するなど、
健闘しました。 

 この日は、秋とはいえ大変暑い一日で、全体として成績が振るわなかったようですが、競技中
も会話が弾み、緑の多い広い会場で思う存分グランドゴルフを楽しみました。 

 

入念に、競技前の準備体操 
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香りのバラまつり 国営越後丘陵公園  

カメラクラブ撮影会（１０／２７） 

 「晴れ男」Ｎさんのおかげで、夜来の雨もすっかり上がり、絶好の撮影会日和となりました。
未明に台風２７号が通過するという「決行？中止？」ギリギリのタイミングでしたが、明けてみ
れば台風一過、気持も華やぐ快晴でした。 

 気温１２度、少し肌寒い朝でしたが、７：１０、集会所前を一路新潟へ出発。トイレ休憩で降
りた谷川サービスエリアでは、残念ながら霧のため紅葉の眺望は拝めませんでした。 

 途中「田舎のおかき」で有名な長岡市岩塚製菓
工場に寄りましたが、近くの丘陵に目を遣ると、
なにやら朱塗りの壮大な神殿が浮き立つように目
に飛び込んできました。今井さんが「あれは宝徳
稲荷という全国有数の大社で、年間３０万人の参
拝者がある」というので、早速お参りすることに。

この即興性と物見高さがカメラクラブの旅行の面白
さで、私は大好きです。 

 この後、国営越後丘陵公園で小一時間撮影会を行
ない、散策しながらコスモス、ばら、コキア（ほう
き草）など思い思いの写真を撮って堪能しました。 

 柏崎米山魚センターで昼食、買い物を楽しんで
２：００に高速道路に乗り、帰路につきました。 

               （福島 勝男） 
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秋麗の南一文化祭 

 小春日和の１１月１６,１７日、南町一丁目文化祭（生涯学習作品展）が集会所で行われました。
３年ぶりということで、作品が集まるかどうか心配されましたが、１００点を超える数の出展が
あり、日頃のみなさんの熱意と成果で会場がいっぱいになりました。すばらしい作品で文化祭を
盛り上げていただいた出品者の皆様に、心より感謝申し上げます。 

 今回の文化祭では育成会の子供たちの習字や
絵、手芸、工作が加わり、文字通り三世代交流
の生涯学習作品展になりました。子供たちの明
るく力強い、個性豊かな作品が、来場者の目を
楽しませてくれました。 

 さらに、パネル３枚にわたって展示された、
生き生きサロンの「色鉛筆画」は圧巻で、さな
がら絵巻物の様。制作者の筆遣いのこだわりや、

色合いの華やかさに感嘆させられました。来場されたケアセンター朱咲の方からも「すばらしい
作品を見させていただいてありがとう」という感想をいただきました。 

 また、お茶のみコーナーでは、ふだん集会所にお見えにならない方も交えての、にぎやかで楽
しい交流が興趣を添えてくれました。お手伝いをしていただいた民生委員や、保健推進委員、自
治会役員の方のお骨折りに感謝申し上げます。 

 文化祭の内容、取り組み体制など反省点もありますが、いろいろお聞かせいただいて今後の文
化祭の運営に役立てたいと思います。 （生涯学習奨励員 福島 勝男） 

展示作品概要  

    Ｎｏ 作品種 細目  作品数 Ｎｏ 作品種 細目  作品数
1 絵画 サロン色鉛筆画 25 19 農芸 観音竹（盆栽） 1
2 絵画 水彩画 2 20 手工芸 木彫 1
3 絵画 切り絵 1 21 手工芸 ビーズ手芸 2
4 絵画 仏画 3 22 手工芸 折紙飾り 3
5 絵画 絵手紙 3 23 手工芸 ポルセレーヌ 1
6 絵画 水墨画 8 24 手工芸 掛軸 2
7 絵画 ちぎり絵　 6 25 手工芸 折紙細工 2
8 絵画 ちぎり絵集　アルバム 1 26 手工芸 手編みベスト 3
9 絵画 はり絵 1 27 手工芸 洋裁 2
10 書 書 2 28 手工芸 焼物 お皿 2
11 書 書幅 5 29 手工芸 手芸（袋物・飾り等） 3
12 書 漢詩書額 1 30 手工芸 竹細工 2
13 俳句 短冊 1 31 手工芸 ジグゾーパズル 1
14 俳句 絵入り額 2 32 手工芸 縫いぐるみ 1
15 写真集 「山車の生い立ち」 1 33 手工芸 ウォールポケット 1
16 写真 カメラクラブ作品等 12 34 手工芸 花瓶 2
17 写真 写真俳句 2 35 手工芸 仕掛物 1
18 写真 前橋祭り写真展 15 合　計 121
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心臓マッサージの訓練 簡易タンカを使って・・・ 

消火器の実地訓練 

地域の安心•･安全を地域で考えよう 

 南部地区・安全安心部会主催の防災訓練が、１１月２３日（土）午後、南部大橋北の河川敷グ
ランドで行われました。 

「災害は忘れた頃にやって来る」、物理学者寺田寅彦の有名な言葉ですが、予期しない出来事は突
然やってきます。今年は過去に経験のない豪雨や突風、竜巻がありました。台風も数多く発生し、
伊豆大島でも激甚の被害をこうむりました。 

 “体験”は最大の防災、減災・・・ということで、前橋中央消防署・前橋危機管理室から講師を
招いて土嚢の作り方、消火器の使い方、心臓マッサージの 

方法など実物の道具や機器を使って実地の訓練を行いました。 

 約６０名の方が参加。一丁目からも１２名の方が参加して、２時間あまり、実際の災害や応急
手当などを想定し、終始真剣な面持ちで訓練に臨んでいました。 
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第３回 町内組別対抗 三世代交流グラウンドゴルフ大会 

１１月２４日（日）南町一丁目河川敷グランドで、第３回町内グラウンドゴルフ大会が開催さ
れました。最低気温が４.６度という寒い朝でしたが、大会が始まる９時頃には気温も上昇、穏や
かで風のない、絶好のゴルフ日和となりました。開会式・競技説明・準備体操と進むうちに体も
温まり、いよいよ試合開始です。 

雲一つない快晴。グリーンならぬ紅葉色のグランドで、大人も子供も和気あいあい、励ましあ
い、競い合いして和やかに秋の半日をグラウンドゴルフで満喫しました。 

試合結果は次の通りです。 

参加人員   ４０名（大会役員５名含む） 

大会結果 
順位 団体の部 個人の部（大人） 個人の部（子供） 
第１位 ３組（１６７打） ３組  田口雅彦（３８打） 弓場帆乃果６年（５０打） 
２ ４組（１７９〃） ３組 根岸貞夫（３９〃） 曳町光紀  ６年（５４〃） 
３ ２組（１９２〃） ４組 藤井久隆（４０〃） 田口駿吾 ５年（５４〃） 
４  ４組 遊佐ミエ（４１〃） 斉藤大夢 ６年（５５〃） 
５  ５組 角田 鍛 （４３〃） 弓場大輝  ３年（５６〃） 
ホールインワン賞 

１組 木村英昭 ２回 自治会 
２組 今井積雄 ２回 自治会 
３組 田口雅彦 ２回 自治会 
３組 根岸貞夫 １回 自治会 
３組 真柄悦二 ２回 自治会 
４組 藤井久隆 １回 自治会 
４組 遊佐ミエ １回 自治会 
５組 角田 鍛  ２回 自治会 
 

 
 
 
 
 
 

本年１１月２４日（日）に、第３回南町１丁目組
別対抗三世代交流グラウンドゴルフ大会が開催され
ました。各組自治会のベテランさんから育成会の初
心者までが参加し、私は腕が未熟な分、プロ並みの
講釈で奮闘し、今年こそは入賞をと意気込んでいま
したが、心空回り・・・。なんとか皆さんにアドバ
イス頂きながら、賑やかに過ごすことが出来ました。 
皆さん年々腕を上げており、ホールインワンの連
発？時には歓声とため息が上がる中、夢中で過ごし
世代交流にふさわしい競技でした。そんな中、育成
会の子供達が競技を通して、この一年間で大きな成
長をしていることを垣間見る事が出来、参加して良
かったと思えた一日でした。 
終わりに、今大会運営にあたり自治会を始め、各
団体の方々の御協力に対し感謝申し上げます。 
        （体育推進委員 吉尾 文仁） 
   （前橋市スポーツ推進委員 吉尾 文仁） 
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行事計画（平成２５年１２月〜２６年３月） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
編集後記 
 

 町内便り冬号には、毎回、お祭りに参加した子どもたちの感想を載せています。子供たちにとって、大

勢の観衆の前で太鼓や鉦をたたくのも、おまわりさんの先導で山車を曳いて街をねり歩くのも、きっと心

に残る大きな体験でしょう。感激と驚きの詰まった飾り気のない感想・・・これを読むのが私の楽しみの

一つです。 （編集委員／生涯学習奨励委員 福島 勝男） 

 

 やっと、ガラケーからスマートフォンへと機種更新しました。電話帳を移すとき、あまりにも古い機種

だったせいなのか、少々手間を取らせてしまったようです。この「南町一丁目だより」も、おかげさまで、

２０回と長く継続することができていますが、少しずつでも何かの新しい試みも取り入れたいものです。 

 http://www.ops.dti.ne.jp/~yanaka/3731/ （編集委員 谷中 勝） 
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冬から春へ  行事いろいろ 

行  事 日時、場所、関係団体等 案  内 

町内餅つき大会 １２月１５日（日） 

  午前１０：００ 

第一集会所 

自治会、成年会、育成会、寿会 

「餅は人の心臓、すなわち魂の象徴であ

る」（柳田國男）。正月餅は新しい一年を

生き抜くためのエネルギー、餅をついて

「命の更新」、無病息災を祈ります。 

いきいき長生き教室 １２月１７日（火） 

       午後１：３０ 

第一集会所 

保健推進委員、民生委員、寿会 

介護予防のためのストレッチ、手・

指・腕の運動、脳トレ、ゲームなど専門

家が楽しい雰囲気で指導してくれます。 

生け花講習会 １２月２８日（土） 

 午前１０：００ 

古流アカデミー 

希望者は回覧をご覧下さい。 

      生涯学習奨励員 

今年で１７回目。年末恒例の行事で

す。若松、千両、百合、実南天など、形

よく挿して、お正月に玄関や床の間に飾

る活花をつくります。古流アカデミーの

先生が指導してくれます。 

カルタ大会 桃井地区カルタ大会 

１月１２日（日） 

年末から年初（冬休みは除く）

にかけて練習があります（第一

集会所にて）。   育成会 

年明けに競技会があり、地区大会を勝

ち上がると県大会に進みます。 

 個人戦と団体戦があり、毎年優秀な成

績を残しています。 

「手作り味噌」講習会 

 

２月２０日前後 

第一集会所 

希望者は回覧をご覧下さい。 

      生涯学習奨励員 

味噌作りを教えて下さるのは前橋市

三河町の田辺光助先生（田辺麹店）です。 

味噌ダルに寝かせておいて、９月ごろ

完成し、参加者に配布することになりま

す。 

桃井地区グラウンドゴルフ大会 ３月２３日（日） 

桃井小学校校庭 

南一グラウンドゴルフクラブ、

体育推進委員 

地区内８町の選手が集い、日頃の練習

の成果を競いながら町内、地区、世代間

の交流、親睦を深めます。 


