信州新町地区住民自治協議会だより
平成 27 年 3 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 32 号

信州新町産サフォーク地域ブランド化に向け
信州新町産サフォーク地域ブランド化に向けて
地域ブランド化に向けて
「今年の干支は未。
」
信州新町特産品のサフォーク種の肉を地域ブランドに育ててい
信州新町特産品のサフォーク種の肉を地域ブランドに育ててい
こうと、めん羊生産者やジンギスカン店主、さらに観光に携わる
こうと、めん羊生産者やジンギスカン店主、さらに観光に携わる
関係団体がひとつのテーブルにつき、地域を挙げて羊肉生産・販
売の新しい仕組みなど今後のめん羊振興の方策
売の新しい仕組みなど今後のめん羊振興の方策を協議しました。
の方策を協議しました。
昭和 30 年代には、めん羊市が開かれるなど羊の町として活気
代には、めん羊市が開かれるなど羊の町として活気
を呈していましたが、
を呈していましたが、その後、化学繊維の
が、その後、化学繊維の普及
その後、化学繊維の普及と共にめん羊の頭
普及と共にめん羊の頭
数は激減、
数は激減、農家の高齢化や飼料価格の高騰など、めん羊飼育を取
り巻く環境は大変厳しい状況となっています。
そこで、かつての「めん羊
・
「ジンギスカンの町」と
そこで、かつての「めん羊の町」
「ジンギスカンの町」として
活気にあふれる地域を取り戻すため、新たな新町モデルに向け
活気にあふれる地域を取り戻すため、新たな新町モデルに向け、生産体制の強化・新規飼養生産者の発掘・肉
に向け、生産体制の強化・新規飼養生産者の発掘・肉
の部位別販売などを柱に、
「信州サフォーク」の地域ブランド化に向け取り組んでいくことになりました
「信州サフォーク」の地域ブランド化に向け取り組んでいくことになりました。
になりました。
地域の皆様のご協力をお願い致します。

地域やる気支援補助金を申請
平成 27 年度地域やる気支援補助金の申請に対するヒア
年度地域やる気支援補助金の申請に対するヒアリングが
2 月 13 日（金）に行われ、
「犀川とカヌー魅力発見プロジェクト
ｐａｒｔ２」として、当住自協からカヌーを通じた地域おこしの
ｐａｒｔ２」として、当住自協からカヌーを通じた地域おこしの
事業の申請が行われました。
26 年度に引き続いて 2 年目の事業で、昨年は小学生 13 人が参
加し最終的には犀川でツーリングができるまでになりました。
27 年度も犀峡校プールと犀川を使い、地域の資源を活かした
事業を展開していく予定です。

田舎暮らし体験（移住体験）を企画
移住して田舎で暮らしを考えている方を募集し
移住して田舎で暮らしを考えている方を募集し信州新町を知っても
募集し信州新町を知っても
らおうと、３月 14 日（土）
・15
・15 日（日）一泊二日の日程で「羊の里で
田舎暮らし体験」ツアーを企画しています。
内容は、めん羊繁殖センターで羊のえさやり体験、羊毛を使ったク
ラフト作り体験、先輩移住者との懇談会などを予定しています。
ラフト作り体験、先輩移住者との懇談会などを予定しています。
また、宿泊は地元の家庭にご協力いただき、郷土料理を作るなどし
また、宿泊は地元の家庭にご協力いただき、郷土料理を作るなどし
て田舎生活を体験していただきます。
この移住体験を通じて少しでも多くの方に信州新町の魅力が
この移住体験を通じて少しでも多くの方に信州新町の魅力が発信で
きればと思います。
（写真）昨年７月に東京から移住し農業研修に励んでいる地域おこし協力隊の小寺章洋さん↑

各部会の活動
各部会の活動内容
活動内容など
内容など
教育・文化部会

■人権を考える地域懇談会が
■人権を考える地域懇談会が開催されました。
開催されました。

毎年、各地域公民館毎に計画され、ＤＶＤを視聴し、その後、人権教
毎年、各地域公民館毎に計画され、ＤＶＤを視聴し、その後、人権教
育指導員の笠原指導員、武田指導員との懇談会が行われました。
育指導員の笠原指導員、武田指導員との懇談会が行われました。
懇談会では
懇談会では今起きている様々な人権問題、地域のコミュニケーション
では今起きている様々な人権問題、地域のコミュニケーション
や、家庭でのコミュニケーションについて指導員からのお話をお聞きし、
や、家庭でのコミュニケーションについて指導員からのお話をお聞きし、
改めて人権教育の大切さを考える良い機会となりました。
改めて人権教育の大切さを考える良い機会となりました。

小・中・高で能楽教室を開催
小・中・高で能楽教室を開催
信州新町謡曲連合会では、毎年若い人達に能の歴史や実際の能楽に親しんでもらおうと、信州新町出身の能
楽師古川充さんにお願いし、教室を開催しています。
平成 26 年度は昨年 12 月 16 日に小学校で、今年の１
日に小学校で、今年の１月 14 日は篠ノ井高等学校犀峡校、２
日は篠ノ井高等学校犀峡校、２月 24 日には中学
校でそれぞれ開催し、能についての講義と、体験として素謡・仕舞
の実践をしました。
特に小学校では謡曲連合会が所有する紋付・袴を代表者 10 名
（男５・女５）に身に着けてもらい、仕舞の稽古をつけていただ
きました。
小学生は「装束をつけると姿勢が良くなり、気持ちも引き締ま
小学生は「装束をつけると姿勢が良くなり、気持ちも引き締ま
るような気がします。
」と感想を述べています。
装束をつけて稽古をする小学生
また本年度は
また本年度は中学生７人が参加している「子ども能楽教室」へ、
本年度は中学生７人が参加している「子ども能楽教室」へ、
「支所発地域力向上支援金」をいただき、毎月１回古川充先生に
お願いし、公民館３階ホールで稽古を重ね、県の能楽大会、信州
新町の文化祭・謡曲大会に出演し、成果を発表しました
新町の文化祭・謡曲大会に出演し、成果を発表しました。
した。
県の能楽大会では坂城町の子供から、
「信州新町の仕舞のよう
に二人で間隔を揃えてやりたい。
」と、目標にされる舞台発表が
出来ました。
今後も能楽について学ぶ場を提供し、地域の能楽の伝統を継承
今後も能楽について学ぶ場を提供し、地域の能楽の伝統を継承
能楽師古川充さんの仕舞
していってもらう人材の育成に努めていきたいと願っています。
していってもらう人材の育成に努めていきたいと願っています。
（犀峡校にて）

いきいき信州新町観光フォトコンテスト
信州新町の魅力を感じることができる写真展 平成 26 年度「観光フォトコンテスト」が３
年度「観光フォトコンテスト」が３月５日（木）
日（木）～
木）～
22 日（日
日（日）まで道の駅信州新町
）まで道の駅信州新町 四季菜館で
四季菜館で開催されます。この機会に新たな「新町の魅力」を感じてみませ
んか。
～平成 25 年度 入選作品～

推薦「「「「集落のののの夜夜夜夜」」」」
長野市赤沼
前島一三さん
特選「「「「棚田のののの夜明けけけけ」」」」
長野市岩石町
増田 恵恵恵恵さん

特選「「「「水面をををを彩彩彩彩るるるる」」」」
長野市青木島
新井光司さん
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高校卒業式
いまさら聞けないパソコン教室⑥
ストレッチポール教室③
第３回資源・古着回収
よってけ家・介護予防あれこれ講座
男性料理教室
卒園式
サンデーリサイクル
健康・食生活相談
いきいきふるさと塾（11）
乳幼児健診
小学校卒業式
中学校卒業式
ストレッチポール教室④
化石のクリーニングに挑戦
レプリカ教室
よってけ家・レクレーション②
介護予防学習会
子ども科学教室

ＮＰＯ法人
(特定非営利活動法人)

〜信州新町中学校・情報機器室にて

篠ノ井高等学校犀峡校
信州新町公⺠館
信州新町公⺠館
８時までに集積所へ
福祉センター
福祉センター
信州新町保育園
⽀所駐⾞場
信州新町公⺠館３階
福祉センター
信州新町小学校
信州新町中学校
信州新町公⺠館
信州新町博物館
信州新町博物館
福祉センター

〜子供プラザにて

信州新町公⺠館

ジャンボタクシー・各種バスのご用命は
ひじり観光タクシー(株)２６２－２３５３

ふるさと
長野市信州新町新町３１－２

元気に、さわやかに、信州新町の暮らし⽀えます。

電話 262-2300(代) FAX 262-3421

名物 ジンギスカン料理

送迎無料

---------- 広告主募集---------http://www.sagirisou.com/
２６４－２１０３

ニュース＆お知らせ

４月 29 日（水・祝日）に「長者山林業体験・ジンギスカン交流会」が開催されます。山頂からの展望や森
日（水・祝日）に「長者山林業体験・ジンギスカン交流会」が開催されます。山頂からの展望や森
林ウォークで長者山を満喫し、森林に親しみながら楽しい
ウォークで長者山を満喫し、森林に親しみながら楽しい思い出を作ってみ
で長者山を満喫し、森林に親しみながら楽しい思い出を作ってみ
ませんか。お昼にはジンギスカンやジビエのバーベキュー、採れたての山菜
ませんか。お昼にはジンギスカンやジビエのバーベキュー、採れたての山菜
による天ぷら等で山のめぐみを味わいながらの交流会も予定しています。
また、
「きのこの原木づくりと駒打ち」の体験もあり、駒打ちした「きのこ
また、
「きのこの原木づくりと駒打ち」の体験もあり、駒打ちした「きのこ
の原木」は持ち帰ることができます。
参加申込期限 ４月 20 日（月）
参加費 一般 1,500 円 小中学生 500 円 小学生未満無料
申し込み・お
電話２６２－２２０２
申し込み・お問い合せ先 市支所産業振興担当

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ので、お気軽にご連絡ください。

事務局 長野市信州新町支所内 Tel ２６２－４７９２ Fax ２６２－４７９３ メール：
メール：shinmachi.jjk@gmali.com

●●●●資源回収・・・・古着回収にご協力をををを
３３３３月月月月８８８８日日日日（（（（日日日日））））はははは第第第第３３３３回資源回
収収収収・・・・古着回収日日日日です。。。。
朝朝朝朝８８８８時時時時までに集積所へへへへ搬出して
ください。。。。
収入金のののの一部はははは、、、、区区区区へへへへ配分され
ますので、、、、大勢のののの皆皆皆皆さんのご協力
をお願願願願いします。。。。
詳詳詳詳しくは、、、、別途配布のチラシを
ごごごご覧覧覧覧ください。。。。
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●●●●犀峡フォーラム開催
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●●●●日赤社資ににににごごごご協力頂きききき、、、、
ありがとうございました。。。。

22 11 25 11

１１１１月月月月 日
日日日（（（（土土土土）
、犀峡校では日頃
のののの教育活動のののの成果をををを地域にににに発信すすすす
るるるる機会として 「「「「犀峡フォーラム
」」」」をををを開催しました。。。。
生徒会やややや各各各各クラブ活動、、、、犀峡校
がががが地域連携して行行行行った「「「「株式会社
」」」」やややや郷土学習「「「「犀川学」」」」のののの
実践、、、、化石実習、、、、
合唱、、、、各学年のののの
一年間のののの歩歩歩歩みみみみ等等等等
がががが発表され、、、、多多多多
数数数数のののの聴衆のののの興味
をををを引引引引きました。。。。

16

平成 年度日赤社資募集結果
総額
８６００００，，，，９３５円円円円
内訳
社社社社 費費費費
１１１１ ，，，，４６７名名名名
８３５，，，，２００円円円円
賛助費
１１４名名名名
２５，，，，７３５円円円円
皆皆皆皆さんからお寄寄寄寄せいただいた
日赤社資はははは、、、、災害時のののの救援救護活
動動動動のほか、、、、地区でででで実施する日常役
立立立立つつつつ赤十字講習会（（（（救急法・・・・家庭
看護等））））やややや赤十字奉仕団のののの育成、、、、
にこにこ赤十字健康教室にににに使使使使われ
ています。。。。
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●●●●イノシシ・ニホンジカ勢子猟
●●●●平成 年度住自協カレンダー
のののの販売について
「「「「平成 年度版住自協カレンダ
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ています。。。。
ーーーー」」」」をををを４４４４月月月月１１１１日号広報にににに併併併併せて全全全全
平成 年度実施計画地区はははは左左左左 戸配布します。。。。
記記記記のとおりです。。。。
四季折々のののの美美美美しい自然やややや伝統文
化化化化がががが感感感感じられる写真をををを満載してい
南部区１１１１月月月月 日
日日日
竹竹竹竹房房房房区区区区１１１１月月月月 日
るるるる「「「「地域のカレンダー」」」」です。。。。
日日日
越道区２２２２月月月月 日
日日日
ふるさとを離離離離れているご家族やややや
東部区２２２２月月月月 日
日日日
友人へのちょっとした贈贈贈贈りりりり物物物物とし
てててて大変喜ばれています。。。。
西部区３３３３月月月月１１１１日日日日
全戸配布とは別別別別にににに１１１１冊冊冊冊３００円円円円
でででで販売いたします。。。。なお、、、、数数数数にににに限限限限りりりり
があります。。。。
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
信州新町地区住民自治協議会
事務局

～長者山林業体験交流会～
長者山林業体験交流会～

参加者募集のお知らせ

●●●●大雪とととと雪雪雪雪おろし補助金

16

26

26

24

昨年 月
月月月 日
日日日・・・・ 日
日日日をををを中心にににに
例年より早早早早くくくく湿湿湿湿った大雪がががが降降降降りりりり、、、、
通行止めや停電などの被害がががが生生生生じじじじ
ました。。。。
この大雪にににに伴伴伴伴いいいい、、、、 歳以上のののの一一一一
人暮らしの高齢者やややや障害者世帯へへへへ
のののの雪下ろしの補助がががが住自協のののの「「「「やややや
まざと支援金」」」」をををを活用して、、、、実施
され今今今今までに
世帯１６６６６６，，，，８８８８
３２円円円円がががが補助金
として交付され
ました。。。。
（（（（２２２２月月月月６６６６日日日日現在））））
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