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発行

庄内地区では、さまざまな
町会で、多くの地域を思う住
民が、いろいろなパワーを発
揮し、それぞれのできる範囲
で活躍の場を生み育てていま
す。その活動は、地域のため
住民のためであると同時に、
自分のためでもあるようです。
南新町一丁目の「いきいき
サロンみつば会」も、そんな
住民パワーが生んだ素晴らし
い活動です。
始まりは、町会活動の衰退
南新町一丁目では、平成元
年に町会の行事の裏方を務め
ていた婦人会が解散となり、
長く続いてきた活動に幕を下
ろすことになりました。
そんな時「このままでは町
内公民館の集まりも衰退して
しまい、住民が顔を合わせる
機会が無くなってしまう」と
寂しさを感じた住民の一言
で、いきいきサロンの発想が
生まれました。

思いを共有する住民の参加
同じ危機
感を抱く住
民もおり月
一回の定期
開催、お酒
なしで、町
会を一つの
家族のよう
な絆に など、思い思いの気持
ちを寄せ合う準備会を経て町
内公民館を会場に、活動はス
タートしました。
参加者の笑顔が励み
顔見知りの集まる場所で、
顔見知りがもてなしてくれる
安心感は、参加者に笑顔を届
けます。もてなし演出は手作
りのお菓子やアコーディオン、
ハーモニカ、オカ
リナなどの演奏
会、健康体操など
のレクリエーショ
ンなどを毎回企画
します。

参加者と一緒に楽しむ
運営する側も同じ町会住民
です。ですから一緒に同じ時
間を、同じ思いで楽しみます。
月に一度でも外出する場所に
今、このサロンは、高齢者
の居場所になっています。
年を重ねると、外出する機
会が少なくなります。できる
だけ、そうならないようにし
ていきたいものです。
自分のできる範囲で活動
自分と同じ思いを持つ仲間
と一緒に地域の中で行動をと
もにすることは、きっと新し
い世界がそこには広がってい
るのかもしれません。
町会長から一言
献身的に活動をささえてい
ただいている方々
に、深甚なる敬意
と感謝を申し上げ
ます。今後ともよ
ろしくお願いしま
す。

とを、鮮明に覚えております。
偶然にも、数年先に定年を
迎えるというタイミングも重
なり、私自身も高齢の両親を
抱えていることもあり、その
講座の中から「高齢者支援」
いう講座を選び参加しました。
講座の始まりは、まず高齢
者のかかえる様々な問題点を
地域住民の視点で考えること
から始まりました。次に実際
に活動している市民活動者か
らの実践例を学びました。受
講するうちに「聴くだけでは
な く、 実 践 し て み た い 」 と
いう意識が自然と芽生えてき
ました。その意識が定年後の
自分の生き方を考えるという
ターニングポイントになった
のではないかと思います。
現在の私は微力ですが、高
齢者の居場所づくりや同行外
出支援等の活動をしています。
現役を退けば、誰でもが一
住民として心地よく暮らして
いきたいものです。そんな中
で、自分の役割や生きがいを
見いだせるチャンスは、沢山
あるのではないでしょうか。
セカンドライフではなく、
次の自分を輝かせるネクス
ト・ステージとして。（えむ）

ネクストステージ

の

今になって思うと、公民館
との係わりは、私にとって定
年後の生活を左右する大きな
存在となったと感じています。
現役当時の私は、地域との
係わりを「面倒くさいもの」
と思い込んでおりましたの
で、当然のごとく近所付き合
いも希薄なものでした。
そ ん な 私 が、 知 り 合 い で
あった地区公民館主事が、中
央公民館長として異動した際
に、
「文科省が全国の地方自
治体の公民館へ投げかけた企
画に、松本市も参加するので、
話を聴いてみないか」と、紹
介され、気軽なつもりで出か
けて行ったのが、私に大きな
変化をもたらしました。
その企画内容とは、
「地域
の課題を、地域で暮らす住民
がさまざまな視点・観点で積
極的に、自分のこととして考
え、解決に向かって取り組む」
というものでした。
松本市はその企画を数項目
の公民館の市民講座として組
み立て、参加市民を募集して
おりました。その講座内容を
見させてもらい、
「自分の考え
で何かを動かせる」というこ
とに、とても魅力を感じたこ
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地域を思う気持ちが、新たな住民パワーを生み、
その活動はその地域の宝物になっていく！

平成30年７月１日現在人口

と同じです。去る人がいれば、 気 か い 」 と い う 集 ま り が あ
新しく来た家族と、又新しく り、毎回楽しみに集っていま
関係を紡いでいきます。公民 す。係の奥さんが茶菓の準備
館の仕事をしていて良かった をし、半日おしゃべりに興じ、
転勤族で松本に住むように
と 思 う こ と は、 毎 年 P T A 旧交を温めています。係の方 なり 年になる。４年前に新
の役員が引き継がれ、
「ああ、 が健康体操を教えたり、色々 潟の小学校以来の友人が松本
○○さんは小学校が終って中 工夫をしています。高齢にな 市内を散策したいと訪問して
学へ上ったのか。○○さんは るとなかなか家の外に出なく くれた。２人で市内を散策し
もう中学も終ったな」と、よ なりますが、
「元気かい」の ながらあがたの森の旧制高等
そながら町内の流れがわかる 第三日曜日を楽しみにしてい 学校記念館と途中タクシーで
の移動をはさみ松本民芸館を
ことです。行事の度に公民館 るようです。
の予約を入れるので、会長さ
月初めには町内のお祭が 見学した。そして再び歩きで
んの顔はわかります。青山様 あり、町内有志の人達が神社 市街に入り、夜は居酒屋で旧
は子ども達も楽しみにしてい の境内で夜店をやってくださ 交を温めた。彼は私に良い所
るようで、声を張り上げ、長 り、子ども達もよばれます。 に着地したねと言う。転勤族
い町内を頑張って回り、感心 子どももですが、大人も日頃 で着地とはつい（最終）の住
み家のこと。私達夫婦は都会
しています。
の憂さを晴らす良い機会に
から偶然に松本に転勤で住む
又、
高齢の方も月一回の「元 なっているようです。
ようになったこの地が気に入
り最後の定住地と決めた。
松本が気に入った理由はい
くつかあるが、やはり一番は
自然の豊かさを普段の生活の
中で感じながら暮らせること
だ。遠くに北アルプスを望み
周囲には里山と田園風景があ
る。そしてここ庄内地区は近
くに商業施設や文化施設、医
療 施設もある。これは人口
万位の中規模の都市だから
と思う。冬の寒さはきついが
それも２～３ヶ月、それを乗
り越えれば春を迎える喜びも
大きい。健康で元気で永くこ
の地で暮らせればと思う。
（K・S）
◆町会の特徴
この町会の特徴としては、
老齢比率が他の地区よりも低
い（若い）ことです。
それは、土地区画整理事業
により多くの住宅やアパート
が建ち、沢山の若い家族の方
が入居され、お子さんも多い
町会となった為です。
◆公民館活動
そんな中、新たに町会に入ら
れた方と昔から町会に居た方と
の繋がりを深めるために行って
いた夏の盆踊り大会が諸事情に
より無くなり、代わりに「三才
夏祭り」として、昨年も多くの

方を迎えて、実施されました。
お盆前の忙しい中、沢山の
方々の協力のもと、飲み物類や
焼き鳥・焼きそばなど８つの模
擬店と、子どもを対象とした
ゲームを催しました。花火こそ
有りませんが、町内が一体と
なって親睦を深めています。
◆その他の活動
公民館での行事は正月の新
年会に始まり、若宮八幡社祭
典、ふれあい会食会、文化祭
と活用されています。
また、各種サークル活動も
盛んに行われています。
こんな三才町会です。
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きらりわが街

ります。その子は２～３年前
に引っ越してきたばかりです
が、中学生は少ないので主力
で頑張ります。学校というの
は保守的なものなので、 年
経っても変わらず同じ様に子
どもの行事があります。それ
は忙しい親には負担ですが、
大変な行事があることで親同
士の絆ができ、何十年経って
もその絆は昨日のごとく、事
あれば協力することができま
す。皆忙しい合間をぬって団
結して子ども達の為にやって
きた歴史があるからです。
勿論残念なことに引っ越し
ていなくなった家族もいます
が、市内でバッタリ逢えば昔
20

００戸９００人の方が暮らし
ています。
◆若宮八幡社本殿
三才公民館横に拝殿と共に
鎮座しており、昭和 年８月
に国の重要文化財として指定
を受けました。
本殿は松本城二の丸に鎮座
されていた松本城鎮守社を、
解体せずにこの地に移したも
のです。城の鎮守として江戸
時代以前のものは全国的に類
例がなく、小さくて簡素であ
るものの貴重な物であり、昔
から地域の氏神様として皆を
見守って来ました。
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新家町会

市内はこの何年かの間に
すっかり高齢者世帯が多くな
りましたが、我が町会も同様
です。しかし、町の南に大き
なマンションができたことが
幸いして、若い家族も増え、
昨年も大勢の子ども達が青山
様に集ってくれました。毎年
「今年は何人の小学生が来て
くれるだろう」と心配になり
ますが、お母さん達の努力で
毎年の行事が続いています。
小学生が中学生になり、夏
の廃品回収に 年前と変わら
ず一輪車を引いて男の子が回
きらりわが街

三才町会
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◆三才町会の由来
三才（さんざい）の地名は
昔の国府の時代に「風の祝い
をこの地に為し、三歳を経て
交還す」と伝えられているこ
とに由来しています。
三才村は、松本城下町をめ
ぐる庄内組の一村で、筑摩村
中林村の南に位置し、また南
東には諏訪高島藩領の神田村
と接しておりました。
現在も南北に３００ｍ、東
西に５００ｍ程の地域に約４
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