信州新町地区住民自治協議会だより
平成 30 年１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）

第 49 号

新年のごあいさつ
明けましておめでとうございます
皆様には 清々しい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます
日頃から 当地区住民自治協議会の活動にご理解ご協力を賜り厚く御礼申し
上げます
年頭に当たり、昨年から引き続き住民自治協議会事
年頭に当たり、昨年から引き続き住民自治協議会事業で
に当たり、昨年から引き続き住民自治協議会事業で住民の方々に関心を
業で住民の方々に関心を
持って頂きたいことがあります。
持って頂きたいことがあります。
「化石博物館とミュゼ蔵の存続について」は、多くの皆様のご協力を頂いた
「化石博物館とミュゼ蔵の存続について」は、多くの皆様のご協力を頂いた
ところですが、その結果、ミュゼ蔵については 5 年間の現状維持が決まり、
会長 丸山 行雄
化石博物館については「信州新町博物館施設
化石博物館については「信州新町博物館施設の活用を検討する会」が発足して、
施設の活用を検討する会」が発足して、
今後の活用について検討することとなりました。
さらに、信州新町地域内の公共施設についての将来の活用を考える「
さらに、信州新町地域内の公共施設についての将来の活用を考える「市民
信州新町地域内の公共施設についての将来の活用を考える「市民ワークショップ」が
市民ワークショップ」が４
ワークショップ」が４回にわた
って開催されています。改めて、当地区にある公共施設に目を向ける良い機会であると思っています。他に
も、耐用年数が迫っている信州新町小学校の移転について教育委員会からの提案が地区内のＰＴＡなど関係
者に説明がされています。
これらのことについてご意見をお持ちの方は、住民自治協議会事務局へお申し出いただきたいと思います。
信州新町は、住むにも子どもを育てるにも環境が良いところと思っております。
信州新町は、住むにも子どもを育てるにも環境が良いところと思っております。
山紫水明の地で県歌信濃の国に歌われている久米路橋があり、病院、医院、歯科医院、スーパー、コンビ
山紫水明の地で県歌信濃の国に歌われている久米路橋があり、病院、医院、歯科医院、スーパー、コンビ
ニ、郵便局、銀行、小学校、中学校、高校、美術館、化石博物館、有島生馬記念館、ミュゼ蔵などがあり、
また、ジンギスカン、サフォーク、蕎麦、おやき、カヌー、釣りと数え上げればまだまだ他にもあり限り
また、ジンギスカン、サフォーク、蕎麦、おやき、カヌー、釣りと数え上げればまだまだ他にもあり限りが
ありません。
こうした地域の特色を外に向けて大いに宣伝を行っていきたい
こうした地域の特色を外に向けて大いに宣伝を行っていきたいと
行っていきたいと思っております。
「Ｊアラート」がこの谷間にも響き渡って政情不安を感じさせられたり、65
「Ｊアラート」がこの谷間にも響き渡って政情不安を感じさせられたり、65 歳以上が 49％となって、限界
49％となって、限界
集落にあと半歩のところまで来ていますが、そんなことは気にしないで、信州新町地区の『元気』を盛り上
げたいと思っています。
住民自治協議会は、地域の住み易い環境を創るために設置されたものです。
皆様方のご意見をお寄せください。
皆様方のご意見をお寄せください。 今年も、宜しくお願いいたします。

羊放牧地として大原犀川沿いを整備
羊放牧地として大原犀川沿いを整備
11 月 17 日（金）に市有地を羊の放牧地にする為の整備作業を行いました。放牧している羊が見えるように
日（金）に市有地を羊の放牧地にする為の整備作業を行いました。放牧している羊が見えるように
することに加え、草刈り費用削減と有害鳥獣対策の効果に
することに加え、草刈り費用削減と有害鳥獣対策の効果にも
の効果にも期待し、地元畜産農家、市職員、
期待し、地元畜産農家、市職員、篠ノ井高校犀
市職員、篠ノ井高校犀
峡校生徒ら 40 人が参加しました。
信州新町は羊が特産です
信州新町は羊が特産ですがど
が特産ですがどこで育てているか分かりにく
がどこで育てているか分かりにくい状況
こで育てているか分かりにくい状況であった
い状況であったた
であったため、交通量の多い国道 19 号線
から見える久米路荘北西の斜面 2.2 ヘクタールを新たな放牧地として整備を進めています。
今後、柵を設け 30 年度に開牧する予定です。これにより羊が見えるようになり新たな誘客が見込まれます。
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各部会の活動状況など

教育・文化部会

■差別をなくす住民
差別をなくす住民集会を開催
差別をなくす住民集会を開催 12 月２日（土）

信州新町公民館３階ホールにおいて、
「信州新町地区差別をなくす住民集会」
「信州新町地区差別をなくす住民集会」が開催
され、約 70 名の方が参加されました。
小・中・高校生による意見発表では、小学６年丑沢美紗子さんから「
小・中・高校生による意見発表では、小学６年丑沢美紗子さんから「友達が教えて
くれたこと」
、中学３年東方桃子さんから「長年の付き合いだからこそ」
、高校２年伊藤琢真さんからは、
「日
常生活に潜む差別」と題しそれぞれ発表していただきました。
また、基調講演では信州大学名誉教授松岡英子さんによ
また、基調講演では信州大学名誉教授松岡英子さんによる「男女共同参画社会の実現に向けて」～自分ら
松岡英子さんによる「男女共同参画社会の実現に向けて」～自分ら
しい生き方～と題し講演が行われました。
しい生き方～と題し講演が行われました。

事 務 局

■戦没者追悼式を開催 10 月 3１日（火）

水防会館アクアホールにおいて、戦没者追悼式が挙行され、丸山住民自治協議会
水防会館アクアホールにおいて、戦没者追悼式が挙行され、丸山住民自治協議会長
挙行され、丸山住民自治協議会長
が式辞を述べました。
また、長野市遺族会長、信州新町遺族会長が追悼の言葉を捧げ、代表者による献花、追悼の誠を手
また、長野市遺族会長、信州新町遺族会長が追悼の言葉を捧げ、代表者による献花、追悼の誠を手向けま
向けま
した。

文 化 祭

文化祭の様子

スポーツ健康まつり

スポーツ部門：ペタンク大会の様子

■文化祭 11 月３日（金・祝）
スポーツ健康まつり 11 月４日（土）開催

健康部門：認知症サポーター講座の様子

長水防犯協会管内初の犯罪標語募集の結果を報告します。
防犯協会管内初の犯罪標語募集の結果を報告します。
信州新町地区防犯協会が９月に地区住民のみなさん、中学生、高校生を対象に犯罪防止標語の募集をお願
信州新町地区防犯協会が９月に地区住民のみなさん、中学生、高校生を対象に犯罪防止標語の募集をお願
いしたところ、171
いしたところ、171 名 179 作品の応募がありました。
厳選なる審査の結果、以下８名の作品が優秀作品、最優秀作品
に決定し、
に決定し、11 月３日（金・祝）に行われた信州新町フェアにおい
月３日（金・祝）に行われた信州新町フェアにおい
て表彰式が行われました。
て表彰式が行われました。
なお、最優秀賞作品
なお、最優秀賞作品の
最優秀賞作品の看板を作成し
看板を作成し、防犯月間の
を作成し、防犯月間の 12 月に長野市
月に長野市
信州新町支所玄関に設置されました。
最優秀賞
「ポイ捨てが 町の自然を奪ってく」
町の自然を奪ってく」
信州新町中学校３年 髙坂 彩さん
優秀賞
中学生の部
「振り込むな 手を止め確認 詐欺防止」
信州新町中学校２年
信州新町中学校２年 長﨑 拓未さん
「だまされない そういう人ほど だまされる」 信州新町中学校２年 宮尾 泰生さん
「犯罪は 互いの人生 狂わせる」
信州新町中学校３年 塩入 瑚汰さん
狂わせる」
高校生の部
「身につけよう 自分のことを 守る術」
篠ノ井高校犀峡校１年 塩入 慧さん
「気をつけろ 危険はいつも そこにある」
篠ノ井高校犀峡校３年 宮尾 亮輔さん
一般の部
「騙されないぞと 自負する気持ちが 落とし穴」 下市場
飯島 のぶ子さん
「合い言葉 決めて撃退
牧野島
山野内 正樹さん
決めて撃退 ニセ家族」
たくさんのご応募ありがとうございました。

ニュース＆お知らせ

●中条のののの史跡とととと
井井井井上井月句碑をををを訪訪訪訪ねて
本年のののの越道ウオ――――キングは、、、、
月月月月 日
日日日（（（（日日日日））））午前 時
時時時から
午後３３３３時時時時まで、、、、豊明神社をスタ
ート・ゴール地点として、、、、中条
方面にににに向向向向けて実施しました。。。。
天気もももも心配されましたが、、、、何何何何
ととととかかかか一日曇りのち晴晴晴晴れという具具具具
合合合合でででで、、、、帰帰帰帰りには北北北北アルプスも顔顔顔顔
をををを出出出出してくれ、、、、参加者もももも感激しししし
てててて写真をををを撮撮撮撮っていました。。。。
主主主主なななな見学箇所はははは、、、、幣帛処（（（（ぬぬぬぬ
さと））））神社、、、、幸幸幸幸せの鐘公園、、、、井井井井
上井月のののの句碑、、、、赤柴のののの秋葉神社
をををを巡巡巡巡りました。。。。井月のののの句碑のののの前前前前
では、、、、中条のののの和田千脩さんから
井月のののの生涯やややや句碑のののの設立のののの経過
などをお聞聞聞聞きし、、、、井月にににに対対対対する
深深深深いいいい思思思思いをお聞聞聞聞きすることがで
きました。。。。
当日はははは、、、、 名
名名名のののの市内外のののの方方方方がががが
参加され、、、、
ゴールでは
キノコ汁汁汁汁のののの
振振振振るるるる舞舞舞舞いが
あり、、、、陶芸
品品品品、、、、りんご、、、、
大根をお土土土土
産産産産として、、、、
皆皆皆皆さん笑顔
でお帰帰帰帰りに
なりました。。。。
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●●●●““““ 冬冬冬冬のののの運動不足解消にににに！！！！筋力をををを
つけて日常動作をををを楽楽楽楽にににに！！！！””””
効果的なウオーキング講座をををを
開催します。。。。
「「「「歩歩歩歩くくくく」」」」という行為はははは、、、、人間がががが獲獲獲獲
得得得得した効率のののの良良良良いいいい移動動作です。。。。
普通にににに歩歩歩歩くだけでは「「「「筋力」」」」はつ
きません…………。。。。筋力もアップする歩歩歩歩
きききき方方方方でででで一緒にににに歩歩歩歩きましょう。。。。
開催日
第第第第１１１１回目 １１１１月月月月 日
日日日（（（（火火火火））））
第第第第２２２２回目 ２２２２月月月月９９９９日日日日（（（（金金金金））））
時時時時
間間間間
時受付開始
時
時時時 分
分分分から
時
時時時 分
分分分
会会会会 場場場場 信州新町体育館
受講料 無無無無料料料料です。。。。
おおおお申込み・お問問問問いいいい合合合合わせ先先先先
西西西西部保健センター信州新町
地区担当保健師
電話 二六二 二二〇一

30

30 30
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●●●●
公
共
施
設
マネジメントについて
月
月月月 日
日日日（（（（日日日日））））にににに第第第第１１１１回目のののの
信州新町地区のののの公共施設について
考考考考える市民ワークショップが長野
市信州新町支所でででで開催されました。。。。
ワークショップに御応募のののの方々
そして参加されている皆様にににに深深深深くくくく
感謝しししし御礼申しししし上上上上げます。。。。
また、、、、ワークショップについて
はははは全全全全４４４４回開催され、、、、１１１１月月月月 日
日日日（（（（土土土土））））
がががが最終日となっております。。。。
詳詳詳詳しくは、、、、広報ながのと一緒にににに
「「「「ワークショップ結結結結
果果果果」」」」がががが配布されてい
ますのでごごごご覧覧覧覧くださ
いいいい。。。。
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●●●● 屋根のののの雪下ろし助成金のお知知知知ららららせせせせ
居住用住宅をををを対象として、、、、かか
った費用のののの２２２２分分分分１１１１（（（（上限１１１１万万万万５５５５千千千千
円円円円））））年年年年１１１１回回回回をををを限度にににに助成します。。。。
交付対象者はははは市民税非課税世帯
又又又又はははは市民税所得割非課税（（（（均等割
のみ課税））））世帯でででで次次次次のいずれかの
条件をををを満満満満たす世帯でででですすすす。。。。
歳以上ののののひとり暮暮暮暮らし世帯
生計のののの中心となる者者者者がががが、、、、１１１１級級級級かかかか
らららら３３３３級級級級のののの身体障害者手帳所持者
のののの世帯
希望される方方方方はははは事前にににに
ごごごご相談ください。。。。
※※※※おおおお問問問問いいいい合合合合わせ先先先先
住民自治協議会事務局
電話 二六二 四七九二
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（2） （1）
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●●●●イノシシ・
ニホンジカ勢子猟のののの
実施について
猟友会とととと地域ぐるみで行行行行うううう勢子
猟猟猟猟をををを実施します。。。。
平成 年度実施計画地区はははは左左左左
記記記記のとおりです。。。。
・・・・南部区 １１１１月月月月 日
日日日（（（（日日日日））））
・・・・西部区 １１１１月月月月 日
日日日（（（（日日日日））））
・・・・東部区 １１１１月月月月 日
日日日（（（（日日日日））））
・・・・越道区 ２２２２月月月月４４４４日日日日 （（（（日日日日））））
・・・・竹房区 ２２２２月月月月 日
日日日（（（（日日日日））））

29

事務局からのお知らせ

事務局では掲載するイベントを募集しています。身近な話題など何でも構いません。お気軽にご連絡ください。

事務局：長野市信州新町支所内
事務局：長野市信州新町支所内 電話 026026-262262-4792 FAX026FAX026-262262-4793 E-mail：
mail：shinmachi.jjk＠
shinmachi.jjk＠gmail.com

安心して暮らせる地域社会づくりを支えます。

FAX 262-3421

電話 262-2300 (代)
----

１月・２月の
２月の予定
１月のイベント
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火

１０日

水
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木

１６日
１８日
２０日

火
木
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月
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３０日 火
２月のイベント
５日 月
9日 ⾦
１３日 火
１５日

木

１７日

土

１９日

月

２０日
２４日

火
土

恐⻯ビデオ上映会

信州新町博物館
信州新町中学校
篠ノ井高等学校犀峡校
福祉センター
信州新町小学校

始業式
９：００
１０：００
１３：００
１０：００
１３：３０
９：００
１３：３０
１０：００
１３：００
９：００
１３：００
９：３０
１３：００
１０：００
９：００
１０：００
１３：３０

よってけ家・法話
始業式
ゲートボール・冬季リリーグ戦
男性料理教室
乳幼児健診
子育て食堂
ワークショップ
よってけ家・介護予防講座
介護予防学習会・転倒予防教室⑥
健康食生活相談
いきいきふるさと塾⑨
運動講習会・効果的なウオーキング講座①

福祉センター
信州新町支所
信州新町公⺠館
信州新町博物館
福祉センター
信州新町公⺠館
信州新町公⺠館
信州新町体育館

よってけ家・音楽で認知症予防
運動講習会・効果的なウオーキング講座②
心配ごと相談
郷土史講座
運動相談
子育て食堂
ワークショップ
よってけ家・パッチワーク
健康・食生活相談
介護予防学習会・転倒予防教室⑦
いきいきふるさと塾⑩
春を呼ぶコンサート

福祉センター
信州新町体育館
福祉センター
信州新町公⺠館
信州新町博物館
福祉センター
信州新町公⺠館
福祉センター
信州新町公⺠館
信州新町公⺠館

信州新町美術館・信州新町化石博物館・ミュゼ蔵情報紹介コーナー
信州新町美術館の第１展示室では清水隆史写真展“nagano
信州新町美術館の第１展示室では清水隆史写真展“nagano style 2003…2017”
2017”
を開催しています。
（２月４日まで）この写真展は清水隆史氏が雑誌「日和」に連載
（２月４日まで）この写真展は清水隆史氏が雑誌「日和」に連載
の「nagano
の「nagano style」に向けに
style」に向けに 2003 年～撮影したポートレイト約 160 点を元に企画し
たもので、94
たもので、94 点が展示されています。作品の解説として、雑誌掲載時の文章を再編し、
文末に 2017 年現在の状況を手短にくわえた「詳細 TEXT：館内閲覧用」が用意されて
TEXT：館内閲覧用」が用意されて
いますので手に取りながらご覧ください。
第２、第３展示室では、
（２月 25 日まで）信州新町美術館の
第２、第３展示室では、所蔵作品展「山を眺める」を開催しています。
所蔵作品の中から山が描かれている風景画を中心に、向井潤吉、高田誠、横井弘三、飯島公夫など
所蔵作品の中から山が描かれている風景画を中心に、向井潤吉、高田誠、横井弘三、飯島公夫など作家の他に
景画を中心に、向井潤吉、高田誠、横井弘三、飯島公夫など作家の他に
有島生馬の「昭和新山」も展示しました。
山の雄大さや崇高さ、山の季節の美しさや山のすそ野の広がりなど作家の個性的な表現のよさを味わってく
ださい。油彩画、水彩画、水墨画、版画の作風や表現の違いも比べて鑑賞してください。
また、博物館では１月８日（月・祝）11
（入場料必要）
、１月 20 日（土）
また、博物館では１月８日（月・祝）11 時と 14 時から「恐竜ビデオ上映会」
13 時 30 分から「翼竜の紙飛行機を作ろう」が実施されますのでご参加ください。
（参加費 100 円）
分から「翼竜の紙飛行機を作ろう」が実施されますのでご参加ください。
ミュゼ蔵では「親子絵画展」
（公民館主催）が１月 14 日（日）まで開催されています。ご家族そろってご覧
ミュゼ蔵では「親子絵画展」
ください。 なお、有島生馬記念館は修理工事のため、１月４日（木）～２月４日（日）まで休館となります。
信州新町美術館

冠婚葬祭
各種イベント
各種イベント
宅配弁当
ｅｔｃ．
．
．
ご相談ください
相談ください

ＮＰＯ法人
(特定非営利活動法人)

ふるさと
長野市信州新町新町３１－２

