
【資料５】

令和2年度　戸隠・鬼無里情報局　タイトル一覧表

月 週 放送タイトル 地区

4月 ３～９ 戸隠小学校卒業証書授与式 戸隠

鬼無里小学校卒業証書授与式 鬼無里

１０～１６ とがくし保育園卒園式 戸隠

鬼無里保育園卒園式 鬼無里

１７～２３ 戸隠小学校 入学式 戸隠

鬼無里小中学校 入学式 鬼無里

戸隠神社中社 大鳥居解体へ 戸隠

２４～３０ 鬼無里バージョン「お家でかんたん体操」 鬼無里

戸隠中学校入学式 戸隠

とがくし保育園入園式 戸隠

鬼無里保育園入園式 鬼無里

5月 １～７ 鬼無里でアマビエさまを彫る 鬼無里

戸隠山雪中酒の販売開始 戸隠

鬼無里バージョン　お家でかんたん体操 〜２〜 鬼無里

８～１４ 戸隠神社大鳥居 　解体〜奈良から材木が到着 戸隠

①企画「えつことゆきの明日もあっぱれ！ 企画

〜ハイハイ＆のびネコ篇〜」

１５～２１ 鬼無里神社春の祭礼 鬼無里

戸隠に咲く 戸隠

②企画「えつことゆきの明日もあっぱれ！ 企画

〜肩スッキリ＆お腹シャッキリ篇〜」

２２～２８ 戸隠神社で「身滌（みそぎ）の舞」 新型コロナ収束願う 戸隠

徐々に活動再開へ 戸隠編 戸隠

③企画「えつことゆきの明日もあっぱれ！ 企画

〜足トントン＆のびのび編〜」

２９～６/４ オリジナル「戸隠マスク」でおもてなし 戸隠

鬼無里ちょっくらが営業再開 鬼無里

ぼくらはコロナに負けない 鬼無里

鬼無里方言まんが「よっちゃんとみっちゃん」 鬼無里

６月 ５～１１ 鬼無里「酒米くらぶ」が田植え 鬼無里

戸隠公民館 新館長紹介 戸隠

鬼無里公民館 新館長紹介 鬼無里

１２～１８ 戸隠・とんくるりん＆どんぐりハウス　営業再開 戸隠

コロナに負けない！　「喫茶ランプ」 戸隠

お山の暮らし「新しい生活様式」のススメ 鬼無里

１９～２５ きなサロンでわきあいあい 鬼無里

戸隠森林植物園・モリアオガエルの産卵 戸隠

戸隠神社「御鳳輦」（ごほうれん）調製の現場公開 戸隠

２６～７/２ 戸隠神社中社　笹の輪くぐり 戸隠

コロナに負けない！　鬼無里・ソノマノ 鬼無里

＜動画放送＞
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【資料５】

令和2年度　戸隠・鬼無里情報局　タイトル一覧表

鬼無里でトガクシショウマを育てる講座 鬼無里

７月 ３～９ 戸隠神社大鳥居 建て替え工事順調に進む 戸隠

鬼無里「ちょっくら」へどうぞおこしください 鬼無里

「戸隠の絵本」を楽しむ会 戸隠

１０～１６ 戸隠：冬を越え 甘み増す「雪がくしそば」 戸隠

白髯神社 氏子総代会が表彰 鬼無里

企画「えつことゆきの明日もあっぱれ！」 企画

肩スッキリ＆お腹シャッキリ編

１７～２３ 戸隠神社中社 大鳥居 柱が形に 戸隠

戸隠神社 子どもたちが鉋
カンナ

掛けを体験 戸隠

コロナに負けるな！鬼無里のびのび子育て学級 鬼無里

２４～３０ 献納そばの種まき 戸隠

「鬼
オニ

土間
ド マ

開きの会」開催 鬼無里

年経ても元気に「青空の会」 戸隠

３１～８/６ 鏡池どんぐりハウスで水彩画展と絵画教室 戸隠

「鬼無里の表情
カ オ

とSnowCrystal」展 鬼無里

国道４０６号をより安全な道路へ 要望書を提出 戸隠

８月 ７～１３ とんくるりんで「夏の一日自由研究 蕎麦の世界」 戸隠

ギャラリー鬼無里 夏の企画展 鬼無里

戸隠蕎麦ビール２年目の味わい 戸隠

１４～２０ わが家の避難行動確認シートを作成しよう 鬼無里

戸隠 平区 旧川浦家の「黒門」修復 戸隠

２１～２７ とがくし保育園七夕まつり 戸隠

山宿 戸隠小舎「カレー」のキッチンカー登場 戸隠

鬼無里保育園で避難訓練 鬼無里

２８～９/３ お宣澄さんの日 戸隠

健康講座でスポーツ吹き矢 鬼無里

戸隠神社中社大鳥居 工事は終盤へ 戸隠

９月 ４～１０ 戸隠神社中社令和大鳥居 建て方 戸隠

ギャラリー鬼無里「潜る、浸る展」 鬼無里

鬼おやじの会 鬼無里

戸隠でキャンプを楽しむ 戸隠

１１～１７ 鬼無里神社屋台修理工事安全祈願祭 鬼無里

鏡池ほとりのレンタルスペース 戸隠

戸隠神社中社の大鳥居が立つ 戸隠

１８～２４ ロボット運動会ｉｎ鬼無里 鬼無里

戸隠竹細工の森で道かり 戸隠

鬼無里中・職場体験 鬼無里

25～10/1 戸隠小学校 校庭運動会 戸隠

鬼無里神社屋台 修理始まる 鬼無里

１０月 ２～８ 鬼無里保育園運動会 鬼無里

②戸隠：戸隠神社中社大鳥居に新しいしめ縄を飾る 戸隠
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【資料５】

令和2年度　戸隠・鬼無里情報局　タイトル一覧表

９～１５ とがくし保育園運動会 戸隠

かがやきひろば鬼無里・押し花講座 鬼無里

１６～２２ わんぱく教室稲刈り体験 鬼無里

五斎神社山の神祭 戸隠

鬼中祭・ＫＩＮＡＳＡスポーツチャレンジフェスティバル 鬼無里

２３～２９ 鬼無里バレーボールチーム 県大会を目指して 鬼無里

戸隠そば祭り 献納祭用そばの刈り取り・脱穀 戸隠

鬼無里神社屋台修理工事現場見学会 鬼無里

30～11/5 戸隠バードウォールがオープン 戸隠

鬼無里グルメライド 鬼無里

鬼女紅葉法要 鬼無里

１１月 ６～１２ 令和２年度 戸隠小学校校内音楽会 戸隠

１３～１９ 第５１回戸隠そば祭り献納祭 戸隠

第４７回鬼無里文化芸術祭展示発表 鬼無里

戸隠神社中社大鳥居建替え工事 竣功祭 戸隠

２０～２６ 鬼無里小学校・中学校 合同音楽会 鬼無里

27～12/3 鬼無里神社屋台修復 鬼無里

戸隠中学校１年生が伝統野菜を収穫 戸隠

地域から愛されてきた商店が閉店 戸隠

12月 ４～１０ ながの未来トークｉｎ戸隠 戸隠

鬼無里早起き野球連盟記念碑除幕式 鬼無里

鬼無里小学校　焼き芋大会 鬼無里

１１～１７ 戸隠地区青少年健全育成推進大会 戸隠

鬼無里フットパスウォーキング 鬼無里

１８～２４ 戸隠スキー場　雪乞い祭り 戸隠

戸隠スキー場オープン・安全祈願祭 戸隠

鬼土間で座談会 鬼無里

２５～３１ 鬼無里保育園　おたのしみ会 鬼無里

とがくし保育園　おたのしみ会 戸隠

1月 １～７ 新年のご挨拶 戸隠・鬼無里

８～１４ 戸隠神社二年参り 戸隠

令和２年度　戸隠地区成人式 戸隠

令和２年度　鬼無里地区成人式 鬼無里

１５～２１ 戸隠でコワーケーションしてみませんか 戸隠

鬼無里中学校「人権の日」特別授業 鬼無里

鬼無里小児童が紙すき体験 鬼無里

２２～２８ 戸隠地質化石博物館　郷土料理講座 戸隠

親子わんぱく教室かるた大会 鬼無里

戸隠神社中社境内で雪中酒の蔵置き 戸隠

２９～２/４ フィラー「戸隠どんど焼き祭り」 フィラー

①鬼無里：鬼無里地区地域福祉活動計画　編集委員会 鬼無里

②戸隠：戸隠神社御鳳輦
ゴホウレン

が宝光社に 戸隠

２月 ５～１１ 松巌寺で節分会 鬼無里

雪かき道場 鬼無里

戸隠公民館連続講座「冬にチャージ」 戸隠

１２～１８ 戸隠神社　追儺祭 戸隠

②戸隠：とがくし保育園 豆まき 戸隠
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【資料５】

令和2年度　戸隠・鬼無里情報局　タイトル一覧表

③鬼無里：鬼をやっつけろ　鬼無里保育園で豆まき 鬼無里

１９～２５ 鬼無里の「鬼マスク」 鬼無里

冬にチャージ・長野市交響楽団を招いて 戸隠

２６～３/４ 木彫家・高橋啓造 鬼無里

ふるさとを元気に　追通源樹会 戸隠

３月 ５～１１ 鬼無里保健センターから健康アドバイス 鬼無里

戸隠神社式年大祭にむけて　鳳凰の製作 戸隠

１２～１８ 鬼無里を巡る御朱印帳 鬼無里

②鬼無里：鬼無里を知るオンライン学習会 鬼無里

③戸隠：とがくしカルタで地域を学ぶ 戸隠

１９～２５ 鬼無里保育園卒業式 鬼無里

とがくし保育園卒業式 戸隠

２６～４/１ 戸隠中学校卒業式 戸隠

②鬼無里：鬼無里中学校卒業式 鬼無里

合計 139本放送タイトル数

■4月
①市市民税課「市民税・県民税の申告期限延長」お知らせ
②長野交通安全協会 戸隠支部・鬼無里支部「春の全国交通安全運動」
③市消防局・市消防団「緑を火災から守る運動」
④市保健所「犬を飼う時の注意」
⑤市保健所動物愛護センター「狂犬病予防集合注射」中止のお知らせ
⑥市鬼無里支所「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言 発令」
⑦市戸隠支所「山菜取りをする際のお願い」
⑧戸隠診療所・鬼無里診療所「休診」お知らせ
⑨新型コロナウイルス感染拡大防止による「休館・休止」「イベントなどの中止」お知ら
せ　など

■5月
①長野市「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言 全国に発令」　②市農業政策課「春の
農作業安全運動月間」　③戸隠・鬼無里診療所「受診する際のお願い」　④戸隠・鬼無里
地区住民自治協議会「ＩＮＣ１１ｃｈ戸隠・鬼無里情報局で放送中の『えつことゆきの明
日もあっぱれ！』」放送案内　⑤鬼無里地区住民自治協議会 手をつなごう会「草刈り活
動」お知らせ　⑥鬼無里保健センター「個別の育児相談・成人の健康相談」開催
⑦かがやきひろば戸隠「生きがいづくり講座」開講
⑧戸隠公民館「すこやか学級」開催
⑨新型コロナウイルス感染拡大防止による「イベントなどの中止」お知らせ
⑩各道路の通行止め案内　など

＜文字放送による主なお知らせ＞
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【資料５】

令和2年度　戸隠・鬼無里情報局　タイトル一覧表

■6月
①市危機管理防災課「戸隠地区デジタル化工事実施中」②市戸隠支所「クマに注意」
③土合温泉 森林囃子「営業について」お知らせ
④市戸隠支所・市鬼無里支所「情報通信施設管理運営協議会委員」募集
⑤戸隠公民館「すこやか学級」開催
⑥鬼無里公民館「トガクシショウマを育てる講座」受講生募集
⑦鬼無里保健センター「集団がん検診日変更」お知らせ
⑧鬼無里老人福祉センター「生きがいづくり講座」開催
⑨戸隠公民館「公民館講座『Let’s！ウォーキング』」参加者募集
⑩戸隠地区住民自治協議会「集いの場『青空の会』」開催　など

■7月
①鬼無里公民館・長野郷土史研究会鬼無里支部「鬼無里寺子屋塾 教養講座」受講者募集
②戸隠公民館「空調設備の改修工事について」お知らせ　③鬼無里保健センター「胃がん
検診（胃のエックス線検査）」案内　④鬼無里在宅介護支援センター「鬼無里まめったい
塾第一回 介護予防教室『みんなのラジオ体操』」開催　⑤戸隠地質化石博物館「夏の企画
展『骨の動物園』」開催中　⑥長野交通安全協会戸隠支部「夏の交通安全やまびこ運動」
実施　　⑦裾花ダム管理事務所「裾花ダム・奥裾花ダムの見学会」開催　⑧戸隠森林植物
園ボランティアの会「戸隠森林植物園 自然観察会」開催　⑨市保健所 総務課「小児科医
による子どもの急病対応講座」開催　⑩市保健所 健康課「こころ・法律・仕事のなんでも
相談会」開催　など

■8月
①戸隠診療所、戸隠歯科診療所、鬼無里歯科診療所「休診」お知らせ
②市商工労働課「はかりの定期検査」実施
③鬼無里小・中学校「資源物回収」お知らせ
④戸隠公民館「新刊図書」お知らせ
⑤戸隠公民館「すこやか学級」開催
⑥市戸隠支所・戸隠地区自主防災組織連絡協議会、鬼無里地区自主防災会連絡協議会「防
災訓練」お知らせ
⑦市戸隠支所、市鬼無里支所「ツキノワグマに注意」お知らせ
⑧戸隠公民館「公民館講座『レッツ！ウォーキング』」参加者募集　など

■9月
①長野市「国勢調査」実施のお知らせ　②市消防局・市消防団「高齢者を火災から守る運
動」実施　③戸隠診療所「内科休診」お知らせ　④長野交通安全協会 戸隠支部「秋の全国
交通安全運動」実施　⑤鬼無里在宅介護支援センター「第２回鬼無里まめったい塾『介護
予防教室』」開催　⑥鬼無里診療所「国保特定健診・後期高齢者健診　受診」お知らせ
⑦戸隠診療所 内科「インフルエンザワクチン予防接種」お知らせ
⑧戸隠公民館「愛唱歌を楽しむ会」開催　⑨鬼無里公民館「第４７回鬼無里文化芸術祭
展示発表・舞台発表の参加申し込み」お知らせ
など

■10月
①市いのしか対策課・市戸隠支所、市鬼無里支所「ツキノワグマに注意」お知らせ
②戸隠公民館「レッツ！ウォーキング」参加者募集　③共同作業所てづくな「家庭用紙資
源物回収」お知らせ　④戸隠地区有害鳥獣対策協議会・猟友会戸隠支部「戸隠地区全域
カラスとハトの一斉駆除」実施　⑤戸隠公民館・戸隠中学校「赤ちゃん登校日　中止」お
知らせ　⑥鬼無里地区住民自治協議会「雪下ろし安全対策塾」開催　⑦戸隠診療所 内科、
鬼無里診療所「休診」お知らせ　⑧市消防局・市消防団「秋の火災予防運動」実施
⑨戸隠公民館「終活講座」参加者募集　⑩各道路の通行止め案内
など

■11月
①市消防局・市消防団「火災予防のお願い」　②鬼無里公民館「新刊図書」お知らせ
③市戸隠支所「市営バス西部線 迂回運行」お知らせ　④市生活環境課「生ごみ自家処理講
座」受講者募集　⑤市戸隠支所「県道戸隠篠ノ井線 冬期閉鎖区間」お知らせ　⑥戸隠公民
館「公民館ギャラリー」出展作品募集
⑦戸隠診療所 内科「休診」お知らせ
⑧戸隠公民館「戸隠公民館文化祭でのステージ発表」参加者・参加団体募集
⑨鬼無里公民館「しめ縄づくり講座」参加者募集
⑩戸隠公民館「園芸講座『寄せ植え』」参加者追加募集
など
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【資料５】

令和2年度　戸隠・鬼無里情報局　タイトル一覧表

■1月
①鬼無里公民館「新刊図書」お知らせ
②市保健所動物愛護センター「愛犬の正しい飼い方しつけ方教室」開催
③戸隠公民館「公民館講座『冬のお散歩』」参加者募集
④鬼無里公民館「『おでやれくらぶ』健康講座」開催
⑤戸隠地質化石博物館「自然観察教室『冬の里山探検 雪で遊んでみよう』」開催
⑥鬼無里老人福祉センター「介護者のつどい」開催
⑦戸隠診療所「内科休診」お知らせ
⑧ロハス茸菜里「第四期茸オーナー」募集
など

■2月
①鬼無里公民館「館報『きなさ』に掲載する短歌・俳句作品」募集
②戸隠公民館「新刊図書」お知らせ
③市戸隠支所「支所発地域力向上支援金事業」募集
④戸隠診療所 内科「休診」お知らせ
⑤中央消防署 鬼無里分署「春の火災予防運動」実施
⑥共同作業所てづくな「家庭用紙資源物の回収」実施
⑦市市民税課「令和３年度分 市民税・県民税の申告相談」実施
⑧鬼無里診療所、鬼無里公民館「パートタイム会計年度任用職員」募集
など

■3月
①市戸隠支所「クマに注意」お知らせ
②戸隠公民館「新刊図書」お知らせ
③鬼無里老人福祉センター「令和３年度『生きがいづくり講座』」受講生募集
④戸隠診療所 内科「休診」お知らせ
⑤戸隠地質化石博物館「春の企画展『戸隠の森のヒミツ１～奥社の杉並木』」開催
⑥鬼無里公民館「令和３年度 公民館講座『おでやれくらぶ』」受講生募集
⑦戸隠公民館「らくらくストレッチ体操教室」開催
⑧長野交通安全協会戸隠支部「春の全国交通安全運動」実施
など

■12月
①戸隠公民館「新刊図書」お知らせ
②戸隠公民館「公民館ギャラリー」開催
③鬼無里地区住民自治協議会「鬼無里の湯ふれあいサロン　中止」お知らせ
④長野交通安全協会戸隠支部「年末の交通安全運動」実施
⑤鬼無里地区住民自治協議会 社会福祉部会「きなサロン」開催
⑥戸隠診療所 内科「休診」お知らせ
など
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