信州新町地区住民自治協議会だより
平成 2６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 26 号

加藤市長と懇談
昨年 11 月長野市長に就任された加藤市長が、１月
月長野市長に就任された加藤市長が、１月 14 日に住民自治
日に住民自治
協議会役員と懇談会を行
協議会役員と懇談会を行い、
を行い、市長の施政方針などについて意見交換を
い、市長の施政方針などについて意見交換を
行いました。加藤市長からは、
「中山間地の活性化について市長プロジ
いました。加藤市長からは、
ェクトを立ち上げ、検討している。中山間地があって街がある。やま
ェクトを立ち上げ、検討している。中山間地があって街がある。やま
ざと支援や 2 世帯住宅などの支援をしたい。
」などの
」などのお話があり、役員
などのお話があり、役員
からは、
「冬場の高齢者の居場所
「住自
「冬場の高齢者の居場所づくり
の居場所づくり」
づくり」や「水害や地震
や「水害や地震対策」
や地震対策」
協の補助金は柔軟な対応で」
「支所の権限拡大」
「美術館や JIDA・ミュ
JIDA・ミュ
ゼ蔵の活用」などについて意見・要望が提案され、それぞれの部署で
ゼ蔵の活用」などについて意見・要望が提案され、それぞれの部署で
対応していくと
対応していくとの返答がありました
の返答がありました。
りました。
今後も支所長などを通して、
今後も支所長などを通して、提案や要望
提案や要望として
要望としてほしい
としてほしいと
ほしいとの話があり
の話があり
ました。
ました。

加藤市長との懇談会にて

やる気
やる気支援補助金「越道地域資源再発見事業
支援補助金「越道地域資源再発見事業」
越道地域資源再発見事業」を 26 年度も継続
年度も継続申請
継続申請
25 年度に事業が採択された越道地域資源再発見事業を継続して
年度に事業が採択された越道地域資源再発見事業を継続して申請
することになりました。25
することになりました。25 年度では「展望台の設置」や「ウォーキン
グと収穫祭の開催」
「歴史講演会、陶芸・つる細工講座の開催」などを
実施し、次につながる事業を行いました。
26 年度も引き続いた内容
年度も引き続いた内容の事業や他地区との連携などを視野に入れ
引き続いた内容の事業や他地区との連携などを視野に入れ
て実施していきたいと考えています。事業の内容は、
て実施していきたいと考えています。事業の内容は、採択された後に
採択された後に
住自協だよりや告知放送などでお知らせしてまいります。
住自協だよりや告知放送などでお知らせしてまいります。
北アルプス展望台

やる気支援補助金「
やる気支援補助金「犀川とカヌー魅力発見プロジェクト」を
犀川とカヌー魅力発見プロジェクト」を 26 年度新規事業に申請
平成 26 年度の「地域やる気支援補助金交付事業」に新規事業として
年度の「地域やる気支援補助金交付事業」に新規事業として
「犀川とカヌー魅力発見プロジェクト」を申請しました。
信州新町カヌークラブと犀峡校カヌー部が協働して小・中学生を対
象にカヌー教室を開催する計画です。豊かな自然資源である犀川の魅
力と、地域の特色あるスポーツであるカヌーの魅力を一体化させ、魅
力と、地域の特色あるスポーツであるカヌーの魅力を一体化させ、魅
力あるまちづくりやスポーツ文化振興につなげていきたいと考えてい
ます。詳細な内容は、事業が採択された後、住自協だよりや告知放送
などでお知らせして
などでお知らせしてまいりま
いります。

犀峡校カヌー教室

各部会の活動内容など
健康・
健康・福祉部会

■みんなで学ぶ・・・介護予防学習会を開催

1 月 27 日

生活介護研究所の松林誠志さんをお迎えして、
「楽しくできる！介護予防実践教室」
「楽しくできる！介護予防実践教室」
という内容で行われました。これからの高齢者に必要な「教育」とは、
う内容で行われました。これからの高齢者に必要な「教育」とは、
“今日、行くと
とい
ころがある”
、
「教養」は、
“今日、用事がある”ことなど
“今日、用事がある”ことなど、笑いを交えながら認知症予
など、笑いを交えながら認知症予
防に関するお話を聞かせて頂きました。

教育・文化部会

■人権を考える地域懇談会を開催 （中部区）

12 月 15 日

津和コミニティ―でビデオ視聴をし、人権同和教育指導員との懇談会が行われ
津和コミニティ―でビデオ視聴をし、人権同和教育指導員との懇談会が行われまし
ビデオ視聴をし、人権同和教育指導員との懇談会が行われまし
た。参加者からは「人と人との付き合いの大切さ、話し合う、相談、これからは助け
た。参加者からは「人と人との付き合いの大切さ、話し合う、相談、これからは助け
合いながら生きていくことが大切」などの感想が
合いながら生きていくことが大切」などの感想があり
ていくことが大切」などの感想がありました。
ありました。各地区で予定されてい
ました。各地区で予定されてい
ます地域懇談会に、
ます地域懇談会に、大勢の皆さんのご参加をお待ちしています。

農家民泊体験事業を推進します
1 月 27 日（月）に住自協地域振興部の呼びかけで信州新町地区で農
家民泊を実施している農家 10 軒が集まり、懇談会を開催し
軒が集まり、懇談会を開催しました
懇談会を開催しました。現
ました。現
在は大岡地区のグリーンツーリズムに協力という形で参加しています
在は大岡地区のグリーンツーリズムに協力という形で参加しています
が、これからは信州新町地区にも組織を立ち上げ
が、これからは信州新町地区にも組織を立ち上げ大岡地区と連携しな
立ち上げ大岡地区と連携しな
がら進めていこうという方向性を
がら進めていこうという方向性を確認し
確認しました。
現在 18 軒ほどの受け入れ世帯を拡大し、
軒ほどの受け入れ世帯を拡大し、併せて受け入れバスを２～
併せて受け入れバスを２～
３台確保できるようになると、送迎がしやすくなることから受け入れ
家庭を募集することとしました。
受け入れを
受け入れを希望される方や、興味のある方は住自協事務局までお問
い合わせください。

初めての農業体験

宿泊するお宅でおやきづくり

JIDA デザインミュージアム１号館をご存じですか？
JIDA（日本インダストリアルデザイナー協会）の１号館は
JIDA（日本インダストリアルデザイナー協会）の１号館はミュゼ蔵
（日本インダストリアルデザイナー協会）の１号館はミュゼ蔵
２階にあります。JIDA
JIDA は日本のインダストリアルデザインの職能団体
２階にあります。
として、１９５２年に設立し、１９６９年社団法人として認可されま
した。１９９７年に酒蔵を改装して、１号館が日本で最初に信州新町
した。１９９７年に酒蔵を改装して、１号館が日本で最初に信州新町
にオープンし、現在に至っています。
オープンし、現在に至っています。
JIDA では定期的に２，０００点余のコレクションの中からピックア
ップした企画展を開催しています。身近な工業製品のデザインの狙い
ップした企画展を開催しています。身近な工業製品のデザインの狙い
や作者の思いなどが伝わる解説付きの展示で楽しめますので、足を運
んでみてはいかがでしょうか。入場は無料です。
多くの工業製品が展示されて
いるミュゼ蔵

いきいき信州新町観光フォトコンテスト
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「観光フォトコンテスト」が３月５日（水）～24
信州新町の魅力を感じることができる写真展「観光フォトコンテスト」が３月５日（水）～24 日（月）まで
信州新町美術館で開催されます。この機会に「新町の魅力」を再発見してみませんか？
～平成２４年度入選作品～

推薦 「ろうかく湖周の春」

特選 「絶景」

特選 「絶景へ」

平成 26 年度住自協カレンダー
年度住自協カレンダーの販売について
自協カレンダーの販売について
「平成 26 年度版住自協カレンダー」を
年度版住自協カレンダー」を４月１日号
住自協カレンダー」を４月１日号広報
４月１日号広報に併せて全戸配布します。
広報に併せて全戸配布します。
四季折々の美しい自然や伝統文化が感じられる写真を満載している「地域のカレンダー」となっておりますで
で
四季折々の美しい自然や伝統文化が感じられる写真を満載している「地域のカレンダー」となっております
ふるさとを離れているご家族や友人へのちょっとした贈り物として大変喜ばれています。
全戸配布とは別に１冊３００円で販売いたしますので、信州新町地区住民自治協議会 事務局 026026-262262-4792
4792 まで
お問い合わせください。なお、数に限りがあります。
お問い合わせください。なお、数に限りがあります。

３月の予定
月の予定
３月のイベント
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冠婚葬祭
各種イベント
各種イベント
宅配弁当
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ご相談ください
相談ください
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９：００
１３：３０
９：００
９：００
１０：００
９：３０
９：００

高校卒業式
信州新町観光フォトコンテスト作品展 〜２４日（⽉）まで
乳幼児健診
第３回資源回収・古着回収
よってけ家・大人の塗絵
介護予防学習会
健康・食生活相談
男性料理教室
小学校卒業式
いきいきふるさと塾
中学校卒業式
信州新町謡曲大会
卒園式
よってけ家・ボーリング大会

ＮＰＯ法人
(特定非営利活動法人)

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

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。

名物 ジンギスカン料理

送迎無料

電話 262-2300(代) FAX 262-3421

http://www.sagirisou.com/
２６４－２１０３

ご贈答に印象さわやかなフルーツを！
― 広告募集中 ―

生花とフルーツ

ほ か り

ニュース＆お知らせ

●●●● 特別夜間パトロール
月
月月月 日
日日日・・・・ 日
日日日
年末特別警戒にあわせて、、、、新町
交番・・・・少年警察ボランティア協協協協
会会会会・・・・青少年育成連絡協議会・・・・民生
児童委員協議会・・・・防犯協会のののの協力
により行行行行われました。。。。
また、、、、年末のののの交通安全運動がががが、、、、
月月月月 ４４４４ 日日日日 ～～～～
６６６６日日日日までの３３３３日日日日
間間間間信州新町交通
安全協会とととと学校
関係者のののの協力にににに
より街頭指導がががが
行行行行われました。。。。

17

●●●●小学校でででで能楽教室をををを開催
●●●●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。。。。
能楽師 古川充先生をお招招招招きし
毎毎毎毎年開催している能楽教室がががが１１１１月月月月
平成 年度日赤社資募集結果
日
日日日 木木木木 午後小学校音楽室でででで開開開開
総額 ８６９，，，，４２０円円円円
催催催催されました。。。。
内訳社費 １１１１，，，，４０５５５５名名名名
８８８８２２２２６６６６，，，，３３３３５５５５００００円円円円
当日はははは小学校５５５５・・・・６６６６年生 名
名名名がががが
賛助費 １１１１７７７７１１１１名名名名
参加しししし、
「吉野天人」」」」のののの素謡とととと仕舞
をををを古川先生のののの指導でででで実際にににに声声声声をををを出出出出
４３，，，，００００７０円円円円
したり、、、、所作をををを稽古しししし、、、、最後には
代表者がががが装束をつけて仕舞をををを披露
皆皆皆皆さんからお寄寄寄寄せいただいた日日日日
するまでになりました。。。。
赤社資はははは、、、、災害時のののの救援救護活動
２２２２月月月月 日
日日日（（（（火火火火））））には篠篠篠篠ノノノノ井高校校校校 のほか、、、、地区でででで実施する日常役立
日日日（（（（火火火火））））には中学校でででで つつつつ赤十字講習会会会会（（（（救急法・・・・家庭看
犀峡校、、、、 日
もももも開催しししし、、、、古典芸能にににに触触触触れる良良良良いいいい 護護護護等等等等））））やややや赤十字奉仕団のののの育成、、、、にににに
こにこ赤十字健康教室にににに使使使使われて
機会となりました。。。。
また、、、、３３３３月月月月 日
日日日（（（（金金金金））））（（（（春分のののの います。。。。
日日日日））））には信州新町謡曲大会がががが公民
●●●●資源回収・・・・古着回収にご協力をををを
館館館館３３３３階階階階ホールでででで開催され、、、、小中学
生生生生 のののの 有 志 とととと 古古古古
川先生もももも仕舞をををを
披 露 さ れ ます の
でででで大大大大勢勢勢勢のののの皆皆皆皆さん
おおおお出出出出かけくださ
いいいい。。。。

))))
((((

●●●●イノシシ・ニホンジカ勢子猟
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２５

１８

25

３３３３月月月月９９９９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しししてててて
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
まままますので、、、、大勢のののの皆皆皆皆さんのご協力
ををををおおおお願願願願いします。。。。

長者山林業体験交流会
参加者募集のお知らせ
参加者募集のお知らせ

12

19

猟友会とととと地域ぐるみで行行行行うううう勢子
猟猟猟猟がががが、、、、今年度はははは６６６６地区６６６６回実施予
定定定定です。。。。
南南南南部部部部１１１１月月月月 日
日日日 越道１１１１月月月月 日
日日日
西部２２２２月月月月２２２２ 日日日日 東部２２２２月月月月 日
日日日
竹房２２２２月月月月 日
日日日 水内３３３３月月月月２２２２ 日日日日

装束をつけて仕舞を
装束をつけて仕舞を
披露する児童の皆さん。
披露する児童の皆さん。
立ち姿がきれいですね

12

南部区で勢子追いに参
加した住民の皆さん

12

23

30

２１

５６

参加者からご好評をいただいている林業体験交流会が４月
参加者からご好評をいただいている林業体験交流会が４月 29 日（火・祝日）に開
催されます。
「きのこの原木づくり
「きのこの原木づくりと駒打ち」などの林業体験の他、お昼にはジンギ
づくりと駒打ち」などの林業体験の他、お昼にはジンギ
スカン料理での交流会も予定しています。また、駒打ちしたきのこの原木は持ち帰
ることができます。
電話２６２－２２０２
ることができます。 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

