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生活相談はお気軽に
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あなたもお読みください
真実つたえ希望はこぶ

れました。
小学校１～３年生、４～６
年生の時の二人の恩師が出席
しお祝いの言葉を述べました。

時に相談できる人を」「２０
自己紹介では一人ひとりが
年の重みを自覚し家族、地域 近況報告とこれからの抱負や
の皆さんに感謝を」などのあ 夢を語りました。
いさつがありました。
新成人にはそれぞれの誕生
市長のビデオメッセージも 日の記念日新聞と印鑑入れが
スクリーンに上映されました。贈られました。

成人式行われる

今年の対象者２６名
手良地区の成人式は他地区
より１日早い８月１４日に手
良公民館で行われ、式・祝う
会に新成人２４名が出席しま
した。
今年の成人式対象者は中坪

５名、野口１０名、下手良７
成人者を代表して野口の蟹
名、八ツ手４名の２６名。
沢将矢さんが「育ててくれた
成人式では来賓の区長会長、手良地区に恩返ししていきた
市の教育委員、地元市会議員 い。感謝を忘れずこれからも
よりそれぞれ「地方創成が言 努力していく」とあいさつが
われているが要はいかに人口 ありました。

第３６回手良地区野
球愛好者お盆大会は８
月１４日の午前中手良
総合グランドで約８０
名が参加して行われま
した。
昨年は開催直前に大
雨が降り中止になりま
したので２年振りとな
ります。
この大会は長い伝統
があり以前は手良体育
協会が主催していまし
たが解散になり今は早
起き野球のグループと
ナイターソフトボール
のブループが中心になっ
て行っています。
高校生・中学生は１
チーム３名の範囲で参
加して良いということ
で今年は１３歳から７
５歳までの７チームが
参加しました。
来賓の地元市会議員
よりは「若さいっぱい
の大会で元気をもらえ
る。公民館の建設も進

３６回目の盆野球

猛暑の中熱戦

む高遠からも女性ばかり七人 の「おかげ」で、政治の舞台 国、戦争をする国にしてしま
と私の八人が駆けつけました。が国会の中だけではなく、自 うのか、憲法第九条を守る平
前夜に誘った方も「行くよ！」 分たちの住んでいる地域にグッ 和な国を子どもたちに手渡す
の一言。みんなノリがいい。 と引き寄せられて来ました。 ことができるのか、いよいよ
と、言うか、「黙っていられ
今月二十八日（金）には、 正念場です。
ない。自分も何かしなくちゃ」 夕方六時から伊那市セントラ
「アベ政治」がもたらして
と言う思いが渦巻いている気 ルパークで上伊那ピースアク くれた「恩恵」をいかんなく
がします。
ション（和太鼓集団「大太坊」 活かそうではありませんか。
翌朝の新聞には、そのほん の激励演奏、宮下与平氏の
の一隅の様子が小さな写真と 「戦争法案」報告、リレートー 日本共産党
共に紹介されただけでしたが、ク、パレード）が行われます。 安心・安全まちづくり責任者
手良が天領だった時代から数
日本中で若者たちが立ち上っ
大場美広
百年の歴史の中でこんなこと ています。女性も高齢者も…
があったでしょうか？時代の ありとあらゆる人々が声を上
変化を感じさせる音が聞こえ げ始めています。三十日（日）
て来た気がします。
には、国会包囲の十万人、全
悪政に立ち向かい、平和と 国百万人の総がかり行動が呼
民主主義を守ろうとする人々 びかけられています。
の自発的な行動。「アベ政治」
この国を再び戦争が出来る

成人代表あいさつ

日本共産党・手良支部

を大きくしていくかである。
記念撮影のあとは「祝う集
結婚をして子供を産んで、手 い」となり、保育園の時にケー
良のために皆さんの力を」 ブルテレビが一人ひとりにイ
「夢を持ち続けて、困った
ンタビューしたものが上映さ
よしひろ通信

今や悪政の代名詞になりつ
つある「アベ政治」。何から
何まで「オソマツの限りを尽
くしている」と思えてならな
いのですが、たまには批判ば
かりではなく、もたらしてく
れる「恩恵」について一言。
先月二十九日（水）の朝七
時から、ご当地、手良沢岡の
交差点の四方を取り囲むよう
に「手良九条の会」の皆さん
を中心とした三十人近い人々
が「戦争法案反対」のアピー
ル行動を行いました。私の住

「アベ政治」が創り出し
た「恩恵」を活かそう
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められており地域のことに
戦後７０年の今年の夏
も関心を。いい思い出の一
は暑かった。政治も気
日に」とあいさつがありま
候も。▼その中で若い
した。
人たちへの期待は大き
選手宣誓では「日頃のス
い。日本がアメリカの
トレスを充分発散し」とあ
要請により外国まで行っ
りました。
猛暑の中での試合の結果 て武力の行使を行うことが
は優勝は下手良Ａチーム、 心配される「安全保障関連
準優勝はパワーズ（野口）、 法案」（戦争法案）につい
最優秀選手は向山尚希さん て母親たちとともに若い人
（下手良）でした。
大会の後は各チームそれ たちの反対行動がだんだん
ぞれに帰省された学生など と大きくなっていくのが報
も含めて慰労会で懇親を深 じられている▼手良の盆野
めたようでした。
球も３６回目を迎えたよう
であるが暑い中若い人たち
は元気がいい。久しぶりに
故郷へ帰り友人や地域の人
たちと交流があった若者も
いたのだろう▼今年の手良
の成人式は対象者２６人の
うち２４人も出席した。若
者の無関心さが言われる中
で嬉しいことである▼来賓
夏休みおいで塾
の祝辞では結婚して子ども
を産んで人口を増やし地域
に貢献して欲しいというあ
いさつが多かった。勿論子
どもを産むことも含めてそ
の人の生き方を決めるのは
その人自身でありそれは自
由である。若い人たちの生
活や勤務などを見ると年々
きびしくなって簡単に結婚
しろ、子どもも産めとは言
えない状態もある▼しかし、
地域の活性化のことを思え
ば大変であるが頑張ってほ
しいというのが多くの人の
の願いでもある▼来年は参
議院選挙もある。今度こそ
戦争のない平和な安心して
暮らせる社会になるように
今から新しい選挙権をどう
行使するか考えていただき
たいと切に思うこの頃であ
る。
（Ｔ）

今年もまた夏休み中の７
月３０・３１日、８月２・
３日に朝９時から４時３０
分まで手良公民館で小学生
を対象に「夏休みおいで塾」
が行われ前期は４２人、後
期は３０人が参加しました。
学習やいろいろな体験を
通じてい異学年の交流を図
り仲間づくりのため社会教
育委員、「食改」関係者、
民生委員、公民館などの皆
さんの協力と指導により行
われています。高校生も４
名がボランティアで参加、
子どもたちの中に入って指
導しました。
塾の最初に気持を落ち着
かせるために２０分位座禅
を行います。
午前中は地区ごとに交替
でプールに行き、また自主
的な学習をし、午後はおや
つつくりや流しそうめんな
どを行いました。

始 球 式

てらのさと

四カ所を見学

こんな些細な事に癒され

高橋

７８ー０９４３

連絡先

基づき、手良全域の道路の
停止線の白線引きとカーブ

過日六月七日 日( に)手良
交通安協が年間事業計画に

手良交通安協

白線引きとカーブ
ミラーの清掃作業

向山智恵子

「手良里山に登る会」（城倉宏会長・会員３２名）
は７月２５日に木曽福島駅の近くにある城山（じょ
うやま・１２８０．９ｍ）に登りました。

参加者は子ども２人を含めて２６名が６台の車に
分乗して行きました。

登山道は遊歩道になっているので歩きやすく、自
然林の中を行きますので、町に近いのに深山の感じ

です。大小の樹木のある登山道をしばらく行くと

行いました。

中坪公民館で絵手紙教室やっています

暑い日でしたので何時も から戦争体験の話、今の安
より少ない５名の参加でし 倍政権の批判まで話がはず
た。
みました。
上伊那医療生協の職員と

（Ｔ）

（おねがい）
身近な出来事を、早く皆
さんにお伝えしたいと思い
ます。何かありましたら左
記まで連絡をお願いします。
七八―〇九四三 高橋

とうございます。

も継続的にやっていくこと
が大切だと感じました。
安協の皆さん毎年ありが

言っていました。
大変の作業ですが、今後

いになり、それが交通安全
に役立てばありがたい」と

した。
ある人は「ミラーがきれ

設置されているものを住民
の交通安全を願いながら、
汗を拭いながらやっていま

「権現滝」の大きな滝が見えました。そこから目的
ミラーの清掃作業が晴天の
地の紅葉ヶ丘までは笹ゆりなどが咲く平坦な林道を
中、各区四人の理事が出席
が貰える年３回の実施を目
歩きました。
して行われました。
指して定期的に実施をして
帰りには江戸時代を通して木曽を治めた山村代官
安協の皆さんも今年は二
います。そのため各人で毎
の屋敷を見学し、赤渋鉱泉で入浴しました。
年目となり、昨年に比べて、
回の記録を保存し健康の経
設置されている位置も頭の
緯を掌握している人もいま
お盆に向けて８月１１日の
中に入っているようで、効
健
康
チ
ェ
ッ
ク
の
集
い
す。
午前中７時から１１時まで
率よくやっているように見
中
坪
老
人
ク
ラ
ブ
暑い日が続くので医療生
福治屋さん前広場で恒例の
えました。
協の職員より熱中症の予防
直売所を開設し約５０人の
例えばカーブミラーだけ
中坪老人クラブは７月２
に
つ
い
て
の
話
も
あ
り
ま
し
た
。
利用者がありました。
でも設置台数の多い区では
２
日
の
午
後
中
坪
公
民
館
で
検査の後の懇談では映画
道路端に直売所の幟も立
約八十台もあるようです。
「
健
康
チ
ェ
ッ
ク
の
集
い
」
を
「望郷の鐘」を手良でも多
それを背丈より高い所に
くの人が鑑賞したという話
てられ賑やかに行われまし
た。

今までは野菜なども販売
しましたが野菜は今は何処
でも作っているので今年は
エゾギク、小菊など盆用の
花を主に販売しました。

組合員がボランティアで支
援 し、血圧 測定 、ＢＢ Ｃ
（内脂肪など）による検査、
骨密度検査、尿チェックな

高橋 忠

どを行いました。
中坪老人クラブは報奨金
俳句 薔薇芽吹く

石に立つ春の河原の鳥孤独
薔薇芽吹き反原発のデモは行く
如月の夜は何処かで笛の音
戦争の体験を聞く吹雪の日
山茶花や全戸にチラシ入れ終へる

健康チェック

１２月を目途に

手良公民館主催の親子自
然教室は８月７日の夜行わ
れ小学生低学年２名、高学
年３名を含め親子８名が参
加しました。
今回は天体観測でしたが
予定の日が天気が悪くて変
更になったのですが、この
日も天気が悪く屋内の講堂
で行いました。
講師は元小学校理科専科
教諭の野口輝雄先生。
パソコンやスクリーンを
使って、星は遥か遠くにあ
るので距離は光が１年間に
通過する光年で測ることな
どわかりやすく話されまし
た。
星座に興味を持ってもら
うために小さなプラネタリュー
ムについても紹介がありま
した。

に、可愛くて可愛くてたま がまだ好物は模索中、見当 き甲斐を求めている老いの
らない。
たらない。何でも良く食べ 身を励ましながらもう少し
今日は何を食べるの、返 る食いしん坊なんだ。
頑張ってみようと、、、思
事をしないのに眼に語りか
家の中で何時でも大きな えるようになった。
けるのが楽しくて。
声で話ができる。急にあた

くうちゃんは鶏肉御飯、

い。返事はしなくても可愛 と自分の分と三種類つくる 御飯にするかねえと呼びか
い真ん丸い眼差しが喜怒哀 ことになっちゃった。
ける。
楽を表現してくれる。

里山へ登る会

木曽の城山へ

猫好きに火がついたよう ミイコはお魚がいいらしい てペットと暮らす日々に生

品を含む）を行い、地域ぐ
るみで優良農地の維持・有
農業生産法人を設立
四葉の集い
効活用を目指し、また作業
ＪＡ上伊那手良支所営農 の効率化を進めます。
手良公民館の「四葉の集
経済課の呼びかけで７月２
い」（中高年の会）は７月
２日から７月２４日にかけ
１５日に行われ１２名が参
天体について
て４地区で農業法人設立の
親子自然教室 加しました。現在登録会員
説明会が開催されました。
は１４名です。
国の補助施策（ゲタ～畑
当日は長谷分杭峠のゼロ
作物の直接支払交付金・ナ
磁場、駒ヶ根のハッチョウ
ラシ～米・畑作物の収入減
トンボ、光前寺、養命酒工
少影響緩和対策）の交付対
場を見学しました。
象者が認定農業者や集落営
会員の交流や新しい発見
農組織に限定される中、法
もあり有意義な一時を過ご
人設立が迫られ開かれたも
しました。
のです。
７月２４日の中坪公民館
の説明会には十数名が参加
しました。
現在 ある 手良 営農 組合
（任意組合）が今年の１２
月を目途に、非公開の株式
会社（農業生産法人）を設
八ツ手の直売所
立し、株式会社発足後、諸
今年も
状況を見て、手良営農組合
は解散します。
中山間地八ツ手第２集落
会社の事業目的は農作物
（八ツ手北側地域）は今年も
等の生産・加工・販売（商

生活雑記

相棒

ハッチョウトンボ園

家の中に話し相手がいる
朝食の用意は大変だ。犬 りの空気が動き出して明る
と言う暮しって本当に楽し のクッキーと、猫のミーコ い雰囲気につつまれ、さあ

小松利江
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