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第第第第二二二二十十十十回回回回定例総会開催

委任状の提出数百七十五名で、会員総数三百二

発

夜間防犯パトロール

昼間防犯パトロール

環境美化パトロール

年二回

月四～五回

月八～九回

月四回

さいたま市南区ごみゼロ運動参加

南区一斉防犯パトロール

独り世帯と高齢者の確認

福祉事業

され、四月二十 九日の第一回役員・自主 防災役

高齢者のふれあい会食実施

第二十 回定例総会で 事業計画、 予算案が承 認
員会で審議され て、具体的な内容が次の 通り決

高齢者支援営繕一一〇番の運営

広報活動

自治会ニュース

)

)

パトロール隊員研修会、新旧役員会

理事会、自治会・自主防災合同会議、環境・防犯

自治会運営会議

赤十字・共同募金・歳末助け合い募金その他

各種助成事業

二十七年度名簿発行

五十三～五十六号を発行

厚生文化の 「バーベキュー」に親子で参加

小学生とのふれあい事業

について、電話一本で対応する。

交換や家具の移動、簡単な植木の枝おろし等

日常生活上の簡単な営繕作業として、電球の

年二回

定されました。

研修会
老老介護研修会 七月十六日 （木）
北区防災センターで防災訓練 八月八日 （土
さいたま市自主防災会防災リーダー研修会
南区防犯パトロール協議会防犯研修会
埼玉県防犯 防災研修会

厚生文化
平成二十七年七月二十五日 （土）

親睦「「「「バーベキュー」」」」
実施日

日光・足利方面

バス旅行
目的地

平成二十七年十月十八日 （日）

中山 勉一班 二組
川田秀夫一班 四組

実施日

平成二十八年一月二十三日 （土）予定

新年懇親会

栗原幸雄一班 五組
中山洋子一班 二組
中山洋子一班 二組

環境美化・・・・防犯パトロール

二班班長

治
自

十名に対して、二百三十一名の出席でした。
議案は、
一、平成二十六年度事業報告
一、平成二十六年度決算報告
一、役員改選
一、平成二十七年度事業計画
一、平成二十七年度予算案
一、その他
栗原副会長、樋口理事、林
理事、荻村理事、大森監事は
満場一致で選任されました。
懇親会は午後四時三十分ま

長（厚生防災担当）

平成二十七年度執行役員

で行われました。

会

副会長（福祉担当

副会長（防犯環境担当
会計理事

事業計画

三班十三組

善前自治会

藤木啓子

行

三班班長

第五十三号

第二十回定例総会が四月十一日、新田自治会

ニ ュ ー ス

佐々木雅剛 四班二六組

会

四班班長

前

館に於いて開催されました。出席者数五十六名、

善
庶務理事

･
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平成二十七年度防災組織
四月二十九日、自治会・自主防災会合同役員
会が行なわれ、平成二十七年度の自主防災組織
が左図の様に決定されました。一時避難場所の
充実強化のため、各班から自主防災役員が選任
されました。

が行なわれました。

総 会後は和 やかな 親睦会

寿 会の総会 が行な われ、

五月二十 二日に 善前福

披露しました。

日頃の練習成果を存分に

十人一組が出演し、全員が

カラオケが四名、コーラス

た。三百名近い観客の前で

オケ大会が行なわれまし

五月十五日、谷田公民館で谷田地区老連のカラ

福寿会総会とカラオケ大会

27 年度自主防災組織
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環境・・・・防犯パトロール会議

四四四四～～～～五月事業報告

五月ニ十ニ日
五月ニ十三日
五月ニ十五日
五月ニ十七日
五月三十日
五月三十一日

五月三十日、第一回環境・防犯パトロール会
四月 二日
自治会活動助成金報告書提出
議が行なわれました。
四月 四日
会計監査
会長から、自発的に参
四月 五日
総会実行委員会
加されている隊員の頻繁
四
月
八
日
善前小学校入学式出席
なパトロールのお陰で綺
大谷口中学校入学式出席
四月 十日
南区自治連合会会計監査
麗で安心・安全な街であ
四月十一日
第二十回定例総会
る事に感謝されました。
四月十三日
市自主防災連絡協会計監査
パトロール隊員の紹介
四月十七日
市自主防災連絡協会計監査報告
と、二十七年度の活動内
南区自治連合会理事会
容と班編成が検討されま
区役所職員歓送迎会
した。また、高齢化に伴
四月十八日
谷田南地区自治会会長会
う隊員の減少から、増員
四月二十五日 谷田消防団後援会理事会
の 啓蒙要 請があ りまし た。 四月三十日
自主防災会事業報告
防犯パトロール保険加入
五月 九日
社会福祉協議会総会
さいたま市市市市ゴミゼロ運動参加
五月十一日
青少年育成会総会
五月十ニ日
青少年育成会補助金納入
五月三十一日 、さいたま市ごみゼロ運 動に参
五月十六日
善前小学校避難自治会総会
加しました。
谷田地区自治連合会総会
九十八名参加。地域毎
五
月
十
七
日
谷田地区交通安全協会総会
の一班、二班、三班に分
五月十八日
谷田地区交通安全協分担金納入
五月十九日
赤十字募金納入
かれて道路の草やごみを
善前公民館運営協議委員会
拾いました。四班のデュ
善前福寿会第五回総会
オコートマンションの皆
南区自治連合会総会
さんは一班の応援をして
南区自主防災連絡協議会理事会
いただきました。
市自主防災連絡協議会総会
ゴミは毎週拾っている
第一回環境・防犯パトロール会議
ことから少なく、道路の
さいたま市ゴミゼロ運動参加
谷田消防団後援会
草取りが中心でした。
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戦争をををを話話話話しししし合合合合うううう

（（（（九九九九））））
おおおお茶飲みみみみ会会会会

「自分の郷里にも予科練がいたが、終戦で帰宅
してからは何となく人目を避けるようにしてい
ました。予科練で学んだ技術でしょうか、ラジ

か」

日本民族も完全に滅亡したのではないでしょう

る】という断固たる決意がなければ、日本国も

「昭和二十年八月十五日、昭和天皇の【降伏す

名だったといわれています

で行なってい

人会等の主催

で村長・在郷軍

魂祭を終戦ま

「私 の 村 は 忠

ました。遺族・

た。でも、戦争の話はしませんでした

機が無かったので出撃出来なかったと聞きまし

出撃待機中に終戦となったそうです。乗る飛行

「私の田舎に帰ってきた特攻隊員がいました。

します」

立つ時の心境を思うと、鳥肌が立つような気が

んで行くだけの燃料しか積んでいません。飛び

「特攻隊員の出撃は、二度と戻って来ないで飛

に出て行きました

迎えをしました。しかし、昭和一九年ごろから

死して遺骨となって帰ってきたときも駅まで出

学校から駅まで軍歌を歌って見送りました。戦

「召集令状が来て出征するときは、全校生徒が

足りぬは工夫が足りぬ】などです」

げです】
【ぜいたくは敵だ】
【鬼畜米英】
【足りぬ

は】
【今日も学校に行けるのは、兵隊さんのおか

をさせられました。
【欲しがりません。勝つまで

「戦争中は、いろいろなこと教えられ、がまん

ったでしょうか」

「太平洋戦争中の社会や暮らしの様子はどうだ

「大日本婦人会は銃後を守るとして、貯蓄増強、

人会が出来ました」

婦人会（陸海軍省）を統合して、新たに大日本婦

務省）、大日本連合婦人会（文部省）、大日本国防

愛国婦人会（内

「昭和十七年、

童もいました」

式に倒れる児

時で長時間の

しました。
暑い

ど大勢が参列

生徒・婦人会な

村民・国民学校

「予科練の歌がありました。若い血潮の予科練

出征兵士や戦死 者が増えたので学童の参 加は中

戦時中のののの社会やややや暮暮暮暮らしの様子

の七つボタンは桜に錨と、当時は子供でも口ず

オを組み立て販売していましたが、やがて東京

｣
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陸軍の合計一六八九名、この他に特攻作戦関連

「特攻隊員戦死者数は海軍の合計四一五六名、

命令が出たときの気持ちは想像も付きません」

「死ぬ為に行く事ですから、出撃待機中や出撃

外の特攻兵器で出撃した人もいました」

や水上特攻艇震洋、人間機雷伏竜等の航空機以

ない人が多かったといわれます。人間魚雷回天

が無くなって予科練を修了したが飛行機に乗れ

「昭和十九年夏以降は、特攻隊員の乗る飛行機

さんでました」

した人々も供養の対象とされました」

供養のための碑でしたが、その後の戦争で戦死

「忠魂碑は、日清戦争や日露戦争での戦死者の

がありました」

「日本の各地に戦死した英霊を顕彰する忠魂碑

り泣いてはいけないと教えられていました」

「この当時は名誉の戦死に対して、涙を流した

字に結んでしっかりと前を向いていました」

ら出てくる時は 一人も涙を流さず、口を 真一文

「戦死者を駅まで出迎えましたが、遺族は駅か

止されました」

、竹槍訓練や防

「国防訓練では

けていました」

いたたすきをか

日本婦人会と書

白い割烹着に大

が出来た当時は、

「大日本婦人会

をしていました」

訓練などの活動

廃品回収、国防

｣

戦没者の合計八一六四名で、総計で一四〇〇九

｣
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「 私の伯父さんは在郷軍人でしたが、竹槍訓練

でやっていました」

「竹槍訓練は児童が勉強中に、学校のグランド

「竹槍訓練は昭和十九年から行なわれました」

家が立ち並び昔 の面影が無い。そして護 岸工事

畑は護岸上が遊 歩道になり、その下は車 道と民

が、両岸がコン クリート護岸となり、か つての

い川で良く釣り に来た。桜並木通りは畑 だった

子供が 小さい頃のこ の川は、自 然のままの 広

き喉も渇いた。公園の近くのコンビニで、弁当と

家を出てから既に六千歩も歩いている。
腹も空

綺麗な公園である。

大 き な 山と 田 ん ぼだ っ たが 今 で は山 を 利 用し た

もの花見客が宴たけなわである。ここもかつては

川添の公園にも桜が数本あり、
花の下では幾組

草の萌えいづる息吹に感動した。

の指導をしていました。その伯父さんは四十七

の後に植えられ た桜樹が立派な並木とな り、フ

飲物を買い求め、公園の花の下で食べた。昔から

を見たら数匹の大きな鯉が泳いでいた。

歳でしたが、昭和十九年に召集令状が来ました。

ラワーロードの 愛称が付けられて心地よ い遊歩

火訓練、防空訓練をしました」

この当時は日本に若い男性がいませんでした」

「花より団子」といわれているが、缶ビールの美

誘われて出かけ て来た幾組もの知らない 人達と

食事をしたが、
時おり出かけるレストランとは違

とにかく美味しい。
久しぶりにのんびりと野外で

味しさがたまらない。ささやかな食事であるが、

挨拶を交わした 。そして他愛のない会話 を交わ

見沼代用水のフラワーロードを離れて、
公園か

った雰囲気に、
花もよければ食事も楽しく美味し

舗装か ら外れた護岸 までの土の 部分や、桜 樹

ら昔日の農村の面影が残る田園に出た。
民家の生

して開花の様子 や、風景がすっかり変っ たこと

時おり 立ち止まり桜 花を愛でて いたが、花 に

道となっている。

（お茶を飲みながら子供や孫に残す話をしています）。

花花花花にににに誘誘誘誘われて
中山 勉勉勉勉

る週末に、花に誘われてウオーキングを兼ねた

の下の花壇には 萌えいづる多くの野草の 中に、

垣や畑にはユキヤナギやレンギョウ、ボケ、椿な

かった。

花見に出かけた。さほど遠くない見沼代用水東

可憐な花をつけ ている草がたくさんある 。普段

どがあでやかに咲き誇っていた。畑には雑草が芽

などを話して昔を思い浮かべた。

縁の下流にある桜並木のフラワーロードを妻と

は目に留まらな い花々であるが、にぎや かで鮮

いろいろな花が咲き乱れる春の息吹は、
多忙な

二人でのんびりと歩いた。

時々屈 み込んでは小 さな花を愛 でながら、 ス

普段を忘れさせて活力を注いでくれた。
間もなく

吹き始めて花を付けているものがある。
まだ農家

である。桜樹は樹齢三十年前後の若木であるが、

ミレやナズナ、 菜の花、タンポポ、二輪 草、ノ

齢が八十歳になる。
来年も元気で花に誘われて散

やかに咲いてい る桜花を愛でるだけでは なく、

障害物のない場所で伸び伸びと枝を広げて、美

ミノツツジ、そ れはスズメノエンドウ、 そちら

策できることを願って帰路についた。

さくらは七分咲きであるが、暖かい春の日差

しい並木となっている。

はノミノフスマ などと花の名を口にする が、そ

の人達の手は入っていない。短い花の命であるが

近所の人だろうか、対岸で小さな孫と一緒に

の外にも知らな い可憐な花がたくさんあ る。ど

足もとに咲く小 さな野草の花にも自然と 目が注

川面を見ているので「何か居ますか？ と声を掛

れもこれも春を謳歌するように咲き誇っている。

しの中を似たような老夫婦と思われる幾組もの

けたら 「鴨です。鴨が居ますよ」と答えが返っ

小さな 野草の周囲に は芽を出し たばかりの 野

畑に手が入るまでは 「存分に咲けよ」と願う。

てきた。覗いて見るとつがいの鴨が泳いでいた。

甘草やヨモギや 、名も知らないいろいろ な野草

がれる。

水は農繁期の二割ぐらいで底が良く見えた。対

平成二十七年度がスタートしました。新役員の皆さんとの
絆を深め、地域の安心・安全に力を注ぎます。
六月から自転車の交通ルールが変わります。出来るだけ早く
交通安全協会が発行する自 転車運 転免許証受験講座を実施
します。谷田地区交通安全協会総会で人身事故を起こして損
害賠償のために家を売った何人もいると報告されました。
今年は新しい試みとして子 供と大 人が一緒に楽しめるバー
ベキューを行ないますのでご参加下さい。

が美しい薄緑色 で息吹を伝えている。力 強い野

人達と行き交った。どなたも花に誘われたよう

三月下旬、各地から桜の開花が伝えられてい

エッセイ
岸から 「大きな魚もいますよ」といわれて川面

｣

編集後記
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