信州新町地区住民自治協議会だより
第 66 号

令和２年 11 月１日発行 信州新町地区住民自治協議会（長野市信州新町支所内）

人権を考える ～差別や人権侵害がない社会を目指して～
人権とは「すべての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権
利」であり、
「命を大切にすること」
、
「みんなと仲良くすること」といってもよ
いでしょう。
「差別や人権侵害をしない・させない実践力を養うこと」が人権教育のねらい
です。それを達成するためには人権についての知識・理解、自己理解、他者理
解が必要です。
なお、人権教育推進会議が 10 月９日（金）に開催され、例年開催していまし
た住民集会「人権を考える集い」については新型コロナウイルス感染予防を考慮し中止
となりましたのでお知らせいたします。
また、皆さんに人権について理解していただくため「人権について」を「住自協だより」
に掲載することにいたしました。
次号も「人権について」を掲載させていただきます。

瀧澤利夫氏が東京都名誉都民の称号を顕彰されました
江戸切子の第一人者として瀧澤利夫氏（信州新町越道出身 82 歳）が東京都
から名誉都民の称号を顕彰されました。
瀧澤さんは 15 歳で上京し、江戸切子職人一筋に作品作りに打ち込み、高い技
術力を習得するとともに、作者として使う人の心を大切にするという思いで作
品を作り続けています。
また、作品の展示活動や長年にわたり江戸切子教室の講師を務めながら、江
戸切子の伝統を後世に伝える活動を精力的に取り組み、その実績が評価され今
回の顕彰となりました。
氏は平成３年東京都伝統工芸士認定
平成 19 年経済産業大臣指定伝統的工芸品「江戸切子」にて伝統工芸士認定
平成 24 年瑞宝単光章を受賞されています。

飾り皿

江戸切子職人
瀧澤 利夫 氏
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第１回資源回収（６月 28 日）の
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実績は下記のとおりです。

ご協力ありがとうございました。

越道地域資源再発見実行委員会から「越道地域ウォーキングと野菜ミニ販売」中止のお知らせ
11 月 15 日（日）に予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止といたします。

信信州州新新町町」」開開催催

木木版版画画もも開開催催いいたたししまますす。。

大大勢勢のの皆皆様様ののごご来来場場ををおお待待ちちしし
ててまますす。。

主主催催 信信州州新新町町ラライイオオンンズズククララブブ
共共催催 信信州州新新町町地地区区住住民民自自治治協協議議会会

●●子子育育ててふふれれああいい広広場場参参加加者者募募集集

信州新町文化祭実行委員会から「信州新町文化祭」中止のお知らせ
11 月３日（火）に予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止といたします。

●●「「産産直直ままつつりり

分分

四四季季彩彩館館でで開開催催ししまますす。。当当日日ははとと

日日（（土土））
、、

日日

れれたたてて野野菜菜のの販販売売のの他他、、
、、
海海産産物物のの

月月

販販売売もも行行わわれれまますす。。
ままたた、、
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（（日日））はは郷郷土土のの木木版版画画家家「「塩塩入入久久」」
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●●「「男男性性ののジジビビエエ料料理理教教室室」」参参加加

日日（（日日））午午前前８８時時

ののおお知知ららせせ
月月

30

in

かからら道道のの駅駅信信州州新新町町（（地地場場産産業業））
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ののおお知知ららせせ
月月 日日（（土土））午午前前９９時時 分分
かからら 時時 分分ままでで信信州州新新町町公公民民
館館３３階階ホホーールルににおおいいてて““ククリリススママ
スス会会””をを開開催催ししまますす。。
対対象象はは幼幼児児かからら未未就就学学児児（（００歳歳
～～６６歳歳））ののおお子子様様ととそそののごご家家族族でで
すす。。参参加加費費はは無無料料でですす。。
参参加加をを希希望望さされれるる方方はは 月月８８日日
（（火火））ままででにに信信州州新新町町地地区区社社会会福福
祉祉協協議議会会
電電話話２２６６２２ ４４７７９９２２まま
ででおお申申しし込込みみくくだだささいい。。
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者者募募集集ののおお知知ららせせ
““捕捕獲獲ししたた鳥鳥獣獣をを無無駄駄ににせせずず、、
命命ののあありりががたたささをを実実感感すするる食食育育””
ををテテーーママにに信信州州ジジビビエエママイイススタターー
児児玉玉信信子子ささんんをを講講師師にに料料理理教教室室をを
左左記記のの日日程程でで開開催催ししまますす。。
年年齢齢はは問問いいまませせんん。。皆皆様様ののごご参参加加
ををおお待待ちちししててまますす。。
月月 日日（（火火））
開開催催日日
月月 日日（（火火））
時時 間間 午午前前 時時かからら
場場 所所 信信州州新新町町公公民民館館３３階階調調理理室室
定定 員員 各各回回 名名（（先先着着順順））
参参加加費費 一一回回六六百百円円（（材材料料費費））
申申込込〆〆切切 各各開開催催日日のの５５日日前前
申申込込問問いい合合わわせせ先先
信信州州新新町町地地区区社社会会福福祉祉協協議議会会
電電話話２２６６２２ ４４７７９９２２ままでで
●●女女性性のの「「彩彩りりキキッッチチンン」」参参加加者者
募募集集ののおお知知ららせせ
歳歳以以上上のの女女性性をを対対象象ににししたた
料料理理教教室室をを次次のの日日程程でで開開催催ししまま
すす。。
月月４４日日（（金金））
開開催催日日
時時 間間 午午前前 時時かからら
場場 所所 信信州州新新町町公公民民館館３３階階調調理理室室
名名（（先先着着順順））
定定 員員
参参加加費費 五五百百円円（（材材料料費費））
月月１１日日（（火火））
申申込込〆〆切切
申申込込問問いい合合わわせせ先先
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信信州州新新町町地地区区社社会会福福祉祉協協議議会会
電電話話２２６６２２ ４４７７９９２２ままでで
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●●「「資資源源回回収収」」実実施施ののおお知知ららせせ
今今年年度度第第２２回回目目のの資資源源回回収収をを
月月 日日（（日日））にに行行いいまますす。。
回回収収物物はは、、新新聞聞、、雑雑誌誌、、段段ボボーー
ルル等等のの紙紙類類でですす。。
住住民民のの皆皆ささんんはは当当日日朝朝８８時時ままでで
にに各各区区のの指指定定場場所所ににおお出出ししくくだだささ
いい。。
詳詳細細はは広広報報ななががのの 月月号号とと一一
諸諸ににおお配配りりししたたチチララシシををごご覧覧くくだだ
ささいい。。
ままたた、、古古着着（（衣衣類類））のの回回収収はは新新
型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染予予防防ののたためめ
中中止止ととししまますす。。
大大勢勢のの皆皆ささんんののごご協協力力ををおお願願しし
まますす。。

聞 10,340 ㎏
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～長野市やまざと支援交付金～
支障木伐採作業が始まりました

昔それぞれの集落には若者が多く集落間の道の草刈りや支障木の伐採
などを行い、作業の終わりには一杯やって交流を深めていましたが、今
や 65 歳以上の高齢者が５割を超え、特に山間地域では高齢化が進み集
落間の共同作業ができない状況です。こうした現状を支援するため、
平成 24 年度から「やまざと支援事業」を活用し、区長からの要望をい
ただき、住民自治協議会活性化推進員を中心に西部土木事務所と草刈り
や支障木の伐採個所の調整を図り地域の要望に沿った事業を実施してい
ます。

支障木伐採作業の様子

ニュース＆お知らせ

--

--

信州新町美術館・有島生馬記念館・信州新町化石博物館・ミュゼ蔵 情報照会コーナー

【信州新町美術館】
（１）
『絵画でめぐる麗しき風景展』
（第 1 展示室）開催中。令和 3 年１月 11 日（月）まで。
大下藤次郎・石井柏亭・西沢今朝夷などの風景画作品 44 点を展示しています。
スズキ マ

リ エ

』
（第 2・3 展示室）令和 2 年 10 月 31 日（土）
（２）
『 魲 万里絵展―「わたし」たらしめる、わたしの色。
スズキ マ リ エ
～令和 3 年１月 31 日（日）ボーダレスなアートシーンで世界的に活躍する 魲 万里絵さんの初の個展
です。水性マーカーなどで丹念に描かれた作品 74 点を展示します。
【信州新町化石博物館】
（１）企画展『植物の化石』令和 2 年 10 月 31 日（土）～令和 3 年 4 月 4 日（日）葉っぱや実など、化石と
なった植物を展示します。化石を通して植物のうつりかわりをご覧いただけます。
（２）化石博物館では、ワークショップ等を開催しています。
（日時等、詳細はホームページをご覧くださ
い。
）
ミュゼ蔵 】
【ミ
新型コロナウイルス感染予防に対応する換気設備の設置が難しいため、引き続き休館します。ミュゼ
蔵開館の際は、改めてホームページなどで、お知らせいたします。
お知らせ】
【お
新型コロナウイルス感染症の影響から今後の予定が変更になる場合がございます。ご利用の皆様に
はご不便やお手数をおかけしますが、最新の情報は、ホームページでお知らせをしています。
ご来館をお待ちしております。
お問い合わせは 信州新町美術館・有島生馬記念館・信州新町化石博物館
( 3 館共通 ℡ 026－262－3500 )

あなたの愛車の総合コンサルタント

安心して暮らせる地域社会づくりを支えます。

電話 262-2300(代)

FAX 262-3421

塩入 久ギャラリー －信州新町の四季を彩る木版画—
住自協だよりに郷土の木版画家（1949 年信州新町津和生まれ）塩入 久 様の木版画をシリーズで掲載しておりますので是非ご覧ください。

