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新年のごあいさつ
明けましておめでとうございます。
会 長
丸山 行雄
謹んで新年のお祝いを申し上げます。
昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響の中、地域活動の緊縮・自
粛・中止などで住民自治協議会だけでなく、各区や各会、また、趣味や
同好の会においてもそれぞれ事業の運営に支障を来たした大変な年であ
りました。
これからも、
「ウィズコロナ」などという言葉も聞かれるように、この
新型コロナウイルスとの付き合いは長くなり、私たちの活動も儘ならな
い状況になるものと思います。
そんな中でも、住みやすい地域、安全・安心な地域づくりに皆様方の
ご協力を頂き、お知恵を拝借しながら進めていかなければならないと考えていますので、住民自治協議会へご
意見やご提案をいただければと思います。今はただ、新型コロナウイルスに対しての、効果的な治療薬、また、
ワクチンなどの予防法の開発により、新型コロナウイルスの早期撲滅を願い、そして一刻も早く正常な当たり
前の活動ができることを願うところです。
今年は「辛・丑（かのと・うし）
」歳です。
調べて見ますと「丑」の特徴は「粘り強さと誠実」であり、
「辛・丑（かのと・うし）
」
は、
「古きことに悩みながらも終わりを告げ、新しき芽生えを見いだす年」で「我慢（耐
える）
」して「これから発展する前触れ（芽が出る）
」であるそうです。
今年の干支、
「辛・丑（かのと・うし）
」にあやかり、コロナウイルスを克服し、希望
に満ちた年になってほしいものです。
今年も、役員一同地域のために頑張りますので、皆様方のご支援ご協力をよろしくお
願いいたします。
皆様のご健康とご多幸を祈念申し上げ、新年のあいさつに代えさせていただきます。
ストップ ザ コロナ
～疫病退散～
西澤 治夫 氏 作

人権を考える

～感染症の歴史と差別～

これまで過去には、モノや人の行き来があれば、ペスト、ハンセン病など感染症もついてくるのが宿命でした。
感染症が、差別されていた人たちのせいにされるというのも昔からあり、感染症が流行したとき、差別される側の
人は非常に弱い立場に置かれるのです。感染症がいろいろな面で人々に影響を与えるものだということが歴史を紐
解くと見えてきます。
感染症に対する正しい知識を理解し差別や偏見を思いやり“エールにかえて”！

各部会の活動状況など
環境地域振興部会

■資源回収を実施 11 月 29 日（日）

ご協力いただき有難うございました。
～今年度第２回目の資源回収の結果は以下のとおりです。～
〇新
聞 11,390 ㎏ 〇雑
誌 7,710 ㎏ 〇ダンボール

4,330 ㎏ 〇牛乳パック 100 ㎏

ミニフェア 秋の収穫祭 「農産物・海産物まつり in 信州新町」を開催
11 月 14 日（土）さぎり荘 隣接体育館を会場に午前 10 時から午後 3 時 30 分まで信州新町ライオンズクラブの主催
で行われました。
当日は、野菜や海産物の販売に加えて、地元で活動している「ひつじの会」や「ておりの会」の作品の展示販売も
行われました。また、
“芸術の秋”と題して郷土の木版画家「塩入久木版画展」と「羽賀一夫絵画展」を開催しま
した。会場に来場された方は約 250 名。記念品（先着 200 名）の進呈やキノコ汁のふるまいなどもあり、深まりゆく
秋のひとときを過ごしていただきました。
～会場内の様子～

手前 ておりの会 販売ブース
奥
ライオンズクラブ販売ブース

野菜販売ブース

きのこ汁ふるまいブース

～“芸術の秋”展示ブースの様子～

「羽賀一夫」絵画展

信州新町ておりの会

「塩入久」木版画展

代表 武田 梅子

地域の皆様のご支援により貴重な文化である高機織展覧会を 10 月 23 日から 25 日に開催致しました。
90 名程の来場者があり、20 名の会員が丹精込めた作品を展示、希望者には機織り体験をしていただきました。
当会は、１９８６年北水社閉鎖を機に町産業振興係と県生活改良普及員が技術保存を期し、町内に残存してい
る機織り機と技術者を集め発足しました。
30 年あまりの、関係する皆様・技術者の努力により伝統の技術の楽しさ見事さが残され町の特色となりました。
これからも作品作りに励み、郷土の誇りとして町内外の皆様や子ども達に体験を味わっていただけるよう努力し
て参ります。

機織り体験会の様子

作品の一例

ニュース＆お知らせ

● 第第 回回「「親親子子絵絵画画展展」」
開開催催ののおお知知ららせせ
長長野野市市信信州州新新町町支支所所 市市民民ホホ
ーールルににおおいいてて、、信信州州新新町町育育成成連連
絡絡協協議議会会とと信信州州新新町町公公民民館館主主催催
のの「「育育成成会会親親子子絵絵画画展展 作作品品展展示示
会会」」をを開開催催ししてていいまますす。。
家家族族、、静静物物、、風風景景ななどどをを描描いい
たた作作品品、、保保育育園園児児 点点、、小小学学生生
点点、、中中学学生生５５点点、、一一般般３３点点のの
作作品品をを展展示示ししてていいまますす。。
展展示示はは令令和和３３年年１１月月８８日日（（金金））
ままでで、、入入場場時時間間はは午午前前８８時時 分分
かからら午午後後５５時時 分分ままでででですす。。
但但しし、、土土、、日日（（ 月月 日日、、
日日をを除除くく））とと、、令令和和２２年年
月月 日日～～令令和和３３年年１１月月３３日日ままでで
はは入入場場ででききまませせんん。。
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
ししてていいまますす。。
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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。

●● 「「
男男性性ののジジビビエエ料料理理教教室室」」

室室

参参加加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いいまますす。。
開開催催日日 令令和和３３年年１１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
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 令令和和３３年年１１月月 日日 金金））
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
● 子子育育ててふふれれああいい広広場場参参加加者者
募募集集ののおお知知ららせせ
乳乳幼幼児児かからら小小学学生生（（００歳歳かからら
歳歳））ままででののおお子子ささままををおお持持ちち
ののおお母母ささんんをを対対象象ににししたた、、子子育育てて
ふふれれああいい広広場場「「リリフフレレッッシシュュ体体
操操」」をを開開催催ししまますす。。おお子子様様連連れれでで
のの参参加加もも可可能能でですす。。
開開催催日日 令令和和３３年年１１月月 日日（（火火））
時時 間間 午午前前 時時かからら
場場 所所 信信州州新新町町体体育育館館２２階階会会議議
室室参参加加費費 無無料料
申申込込〆〆切切 令令和和３３年年１１月月 日日（（金金））
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

あなたの愛車の総合コンサルタント
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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 情報紹介コーナー

【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。
すずき ま り え
』
（第 2・3 展示室）令和 3 年１月 31 日（日）
（２）
『 魲 万里絵展―「わたし」たらしめる、わたしの色。
まで。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 点を展示しています。
みなかみみんぺい
（第 1 展示室）令和 3 年１月 23 日（土）～令和 3 年 5 月 16
（３）
『
「水 上 民 平 展」～蝶と花の心響～』
日（日）まで。長野市出身で国画会を中心に活躍した画家・水上民平の油彩画約 30 点を展示しま
す。花や蝶をモチーフに深い精神性に刻まれた水上の心象風景の数々です。
『所蔵作品展』
（第 2・3 展示室）令和 3 年 2 月 13 日（土）～令和 3 年 6 月下旬。お楽しみに！！
【信州新町化石博物館】
（１）企画展『植物の化石』令和 3 年 4 月 4 日（日）まで。葉っぱや実など、化石となった植物を展示し
ています。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
（１）施設の構造上、換気など十分な新型コロナウイルス感染症対策がとれないことから、引き続き休館
させていただきます。
（２）ミュゼ蔵休館中の展示等は下記の施設を御利用願います。
※使用許可にあたり、一定の条件がありますので、事前に各施設へお問い合わせください。
◆信州新町支所 市民ホール
〔お問い合わせ先〕長野市信州新町支所 ℡026-262-2200
HP https;//www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/shinmachi/
◆門前商家「ちょっ蔵おいらい館」(善光寺大門バス停より徒歩 5 分)
〔お問い合わせ先〕門前商家「ちょっ蔵おいらい館」℡026-235-0100
HP https://www.city.nagano.nagano.jp/museum/oirai/index.html
【お
お知らせ】
新型コロナウイルス感染症の影響から信州新町美術館・有島生馬記念館・信州新町化石博物館・
ミュゼ蔵の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。 なお、信州新町美術館・有島
生馬記念館・信州新町化石博物館・ミュゼ蔵へのお問い合わせは、
(館共通℡026-262-3500)へお願いします。HP http://www.ngn.janis.or.jp/~shinmachi-museum/

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

