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地域やる気支援補助金を申請
平成 25 年度に市の
「越道地区
年度に市の「地域やる気支援補助金」
に市の「地域やる気支援補助金」を
「地域やる気支援補助金」を活用し
活用し、
「越道地区
の地域資源再発見事業」を計画し
を計画しています。
計画しています。内容としては、
ています。内容としては、①
内容としては、①善光寺
街道や塩の道街道のルート確認と石仏などの保全②
街道や塩の道街道のルート確認と石仏などの保全②北アルプス
ルート確認と石仏などの保全②北アルプス展望
北アルプス展望
台の整備③リンゴや野菜などの
台の整備③リンゴや野菜などの特
リンゴや野菜などの特産物をＰＲするイベントの開催④
産物をＰＲするイベントの開催④
陶芸や籐細工、郷土食などの講座を開催を通じて
郷土食などの講座を開催を通じて、
を通じて、地域の人材を活用
し、マンパワー
し、マンパワーを
マンパワーを育成する事
育成する事。以上
する事。以上の
。以上の４項目を柱
項目を柱として
として、地域資源を
地域資源を
再発見する取組
再発見する取組み
する取組みを行っていくものです。
を行っていくものです。
越道峰 六地蔵

「お店・企業・団体」の皆さん、広告を掲載してみませんか。
当協議会では、
「住自協だより」と
「住自協だより」と「住自協カレンダー」にお店や企業などの
「住自協カレンダー」にお店や企業などの広告
にお店や企業などの広告
を掲載しています。おかげ様で、これまでに２８以上のお店や企業からお申込みをい
ただきました。いただいた広告代は、カレンダーの印刷費など
ただきました。いただいた広告代は、カレンダーの印刷費など当協議会の運営費に活
など当協議会の運営費に活
用されます。今後、より充実した紙面づくりに取り組んでまいりますので、広告の
用されます。今後、より充実した紙面づくりに取り組んでまいりますので、広告の掲
載についてぜひご検討ください。
についてぜひご検討ください。
●「住自協だより」
発行回数：年 6 回(奇数月)
奇数月) 発行部数：2,000
発行部数：2,000 部(全戸配付)
全戸配付)
価格：1
価格：1 枠 4,000 円、年間契約時は 3,000 円(年 6 回 18,000 円)
<お問い合わせ>
お問い合わせ> 事務局 ２６２－４７９２

各部会の
各部会の活動内容
活動内容など
内容など
安全・
安全・安心部会
安心部会
■レスキューライト購入
社会福祉法人長野県共
同募金会から、赤い羽根
共同募金の配分金をいた
だき「レスキューライト
」を購入しました。
消防団から、夜間
消防団から、夜間で
、夜間での災害現場で照明機材が不足し
ている
ているため、活動に支障をきたしていると
ため、活動に支障をきたしているとアドバイス
活動に支障をきたしているとアドバイス
をいただき、購入したものです。

環境・
環境・地域振興部会
■信州西山大豆フェア開催 ３月２日（土）・
３月２日（土）・３日
日（土）・３日（日）
３日（日）
西山地域特産「西山大
豆」や、加工品の直売・
実演販売、体験イベント
が信州新町(
が信州新町(地場産)
地場産)、中
条、小川村の各道の駅、
ＪＡながの安茂里直売所
などで開催されます。信州新町会場(
などで開催されます。信州新町会場(地場産)
地場産)では、石
臼によるきな粉作り体験などが行われます。
臼によるきな粉作り体験などが行われます。

健康・
健康・福祉部会
女性のための骨盤体操で「スタイルアップ」
「スタイルアップ」講座
「スタイルアップ」
講座 １月 24 日
■女性のための骨盤体操で
健康運動指導士の徳武有
紀さんを講師に迎え、体の
軸を整えて
軸を整えて骨盤のゆがみを
改善する体操を学びました
改善する体操を学びました。
を学びました。
講座前には肩こりや腰痛な
どの不調を感じていた方も、
講座後には体が軽くなった
と好評でした。
と好評でした。

教育・
教育・文化部会
■人権を考える地域懇談会開催（水内区） ２月９日
水内公民館でビデオ「私
たちの声が聞こえますか」
を視聴し、武田
視聴し、武田 人権同和
教育指導員を交じえて懇談
会を行いました。高齢化社
いました。高齢化社
会が進む今、改めて「介護
する側の人権」
、
「介護される側の人権」について、
「介護される側の人権」について、考
えさせられる懇談会になりました。
えさせられる懇談会になりました。

信州新町おもしろ一週間
１月 10 日から 15 日に町内を盛り上げようと商店街イベントが開催されました。
期間中は水防会館のお休み処が開設され、お茶や漬物、お菓子などが振る舞われました
期間中は水防会館のお休み処が開設され、お茶や漬物、お菓子などが振る舞われました。
お茶や漬物、お菓子などが振る舞われました。

12 日（土）は、語り部
日（土）は、語り部の
語り部の「竹村純委さん」が語る
「竹村純委さん」が語る信州新町の民話を聴いたり
信州新町の民話を聴いたり、屋形船が運行され信州新町の
聴いたり、屋形船が運行され信州新町の
歴史に触れられる一日でした。
歴史に触れられる一日でした。

13 日（日）は、
「七福神によるごくまき
「ごくまき」には
「七福神によるごくまき」
七福神によるごくまき」や「トン汁無料振る舞い」などが行われました。
「トン汁無料振る舞い」などが行われました。
縁起を担ごうと大勢の方が、両手を挙げ福を呼び込んでいました。
縁起を担ごうと大勢の方が、両手を挙げ福を呼び込んでいました。

14 日（月）は、
“戸倉上山田温泉湯上り美女連”による踊りや
戸倉上山田温泉湯上り美女連”による踊りやパフォーマンスの他
パフォーマンスの他、めん子ちゃんとさいきょ
の他、めん子ちゃんとさいきょ
ん（篠ノ井高校
ん（篠ノ井高校犀峡校キャラクター）とジャンケンゲーム
篠ノ井高校犀峡校キャラクター）とジャンケンゲームが行われる
犀峡校キャラクター）とジャンケンゲームが行われるなど
が行われるなど、
など、楽しいイベントで商店街はさらに
賑わっていました。
賑わっていました。

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事ができる写真作品を募集する「観光フォトコンテスト」が今年も開催されます。
応募期間は過ぎてしまいましたが、入賞作品の作品展が３月 23 日（土）から
（土）から 31 日（日）まで
（日）まで信州新町美術館
まで信州新町美術館
で開催されます。この機会に「新町らしさ」
「新町の魅力」を体験してみてください。
～平成２３年度入選作品～

推薦 信州新町からアルプス
特選 梅の花 天空の花

特選 梅の香りにさそ
を望む

特選 カヌー体験
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よってけ家・法話
楽らく教室
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第３回資源回収
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みんなで学ぶ介護予防学習会
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福祉センター
信州新町公⺠館３Ｆ
午前８時までに集積所へ
信州新町公⺠館３Ｆ
信州新町小学校
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信州新町中学校
信州新町公⺠館３Ｆ
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信州新町保育園
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ジャンボタクシー・各種
ジャンボタクシー・各種バスのご
各種バスのご用命
バスのご用命は
用命は
ひじり観光タクシー(株)２６２－２３５３
http://www.sagirisou.com/
２６４－
２６４－２１０３

名物 ジンギスカン料理

送迎無料

ご贈答に
贈答に印象さわやかなフルーツを
印象さわやかなフルーツを！
さわやかなフルーツを！

生花とフルーツ

ほ か り
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
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

実用品のパートナー

オシャレな婦人用品
＆メンズウェア各種
TEL･FAX ２６２－２３５６

こどもを守守守守るるるる
るるるる
こ
ど
も
を
守守守守
のののの家家家家
家家家家
安心
心のののの
安

髙木衣料

ニュース＆
ニュース＆お知らせ

↑足さばきの手
さばきの手ほどきを
受ける６
ける６年生足袋
年生足袋をはき
足袋をはき
ながらのすり足
ながらのすり足は、うま
くできたようです。
くできたようです。

●●●●日赤社資ににににごごごご協力頂きききき、、、、
●●●●保育園豆まき ２２２２月月月月３３３３日日日日
ありがとうございました。。。。
園児たちは、、、、自分でででで作作作作っっっったたたた鬼鬼鬼鬼
のお面面面面をかぶり豆豆豆豆まきをしまし
たたたた。。。。園児たちの心心心心のののの中中中中にいる、、、、おおおお
こりんぼうの鬼鬼鬼鬼くいしんぼうの
鬼鬼鬼鬼をををを大大大大きな声声声声でででで追追追追いいいい出出出出しました。。。。
平平平平成成成成 年度日赤社資募集結果
総額 ９２２，，，，０２０円円円円
内内内内訳社費 １１１１，，，，５２３名名名名
８８８８９２，，，，６００円円円円
賛助費 １２１名名名名
２２２２９９９９，，，，４２０円円円円

皆皆皆皆さんからお寄寄寄寄せいただいた日日日日
赤社資はははは、、、、災害時のののの救援救護活動
のほか、、、、地区でででで実施する赤十字のののの
「「「「ＡＥＤ」」」」をををを使使使使った救急法
講習会（（（（
等等等等））））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。。。。

24 20 13

●●●● イノシシ・ニホンジカ勢子猟
地域ぐるみで行行行行うううう勢子猟がががが、、、、
今年度はははは５５５５地区でででで６６６６回実施ささささ
れます。。。。
南南南南部部部部１１１１月月月月 日
日日日 東部２２２２月月月月 日
日日日
西部１１１１月月月月 日
日日日・・・・３３３３月月月月 日
日日日
竹房２２２２月月月月 日
日日日 越道３３３３月月月月 日
日日日

資源回収にご協力を

事務局からのお知らせ

ギャ～！！
ギャ～！！ 突然、
突然、大きな赤
きな赤
鬼、青鬼が
青鬼が現れ園内は
園内は大騒ぎに
大騒ぎに
10

17

24

●●●● タオルでわんちゃんづくり １１１１月月月月 日
日日日
老人クラブ連合会女性部のののの皆皆皆皆
ささささんが、、、、タオルを使使使使ったかわいい
「「「「わんちゃん」」」」をををを作作作作りました。。。。参参参参
加者それぞれがががが、、、、色色色色とりどりのタタタタ
オルを持持持持ちちちち寄寄寄寄りりりり、、、、カラフルな「「「「わわわわ
んんんんちちちちゃん」」」」たちが完成ししししました。。。。

10

１月 20 日 西部地区勢子
追いに参加
いに参加された
参加された皆
された皆さん

30

一家に
一家に一匹いたらかわい
一匹いたらかわい
くて良
くて良いですね。
いですね。

●●●●小学校能教室をををを開催 ２２２２月月月月５５５５日日日日
信州新町小学校音楽室において、、、、
５５５５・・・・６６６６年生をををを対象とした、、、、能楽教室
がががが開催されました。。。。ここここのののの教室はははは、、、、毎毎毎毎
年開催されており、、、、今回でででで４４４４年目とととと
なります。。。。当地区上条出身のののの能楽師
古川充先生をお招招招招きし、、、、信州新町謡
曲連合会がががが協力して、、、、学校教育のののの中中中中
でででで日本のののの伝統音楽にににに触触触触れようと、、、、能能能能
のののの「「「「吉野天人」」」」をををを題材としたたたた、、、、謡謡謡謡とととと
仕舞のののの稽古をををを行行行行いました。。。。
慣慣慣慣れない正座やややや言葉、、、、手手手手さばき足足足足
さばきに苦労した様子でしたが、、、、全全全全
員員員員がががが大大大大きな声声声声をだし、、、、古典芸能のののの一一一一
端端端端にににに触触触触れれれれ、、、、古川先生のよく通通通通るるるる声声声声とととと、、、、
幽玄なななな仕舞にににに感心していました。。。。

扇子を
扇子を広げ、立ち上る
一連の
一連 の 仕舞の
仕舞 の 動作に
動作 に
ついて指導
ついて 指導していた
指導 していた
だいています。
だいています。↓

●募集
募集 長者山林業体験交流会 ４月 29 日
参加者からご好評いただいている林業体験交流会が今年も開催されます。
「きのこの
原木採取と駒打ち」
、
「間伐材でマイ箸づくり」が体験できます。駒打ちしたきのこの原
木は、持ち帰ることが
木は、持ち帰ることができます
ることができます。きのこが出てくるのが楽しみですね。
できます。きのこが出てくるのが楽しみですね。
お問い合わせ ２６２－２２０２ 市支所産業振興担当

３月 10 日（日）は第３回資源回収です。朝８時までに集積所へ搬出してください。
日（日）は第３回資源回収です。朝８時までに集積所へ搬出してください。
収入金の一部は、区へ配分されますので、大勢の皆さんのご協力をお願いします。
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