
【資料７】

令和3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 ２～８ 鬼無里小学校卒業式 鬼無里

戸隠小学校卒業式 戸隠

９～１５ 鬼無里保育園　進級・入園式 鬼無里

とがくし保育園　進級・入園式 戸隠

戸隠公民館で「春休み子ども体験教室」 戸隠

１６～２２ 戸隠小学校 入学式 戸隠

鬼無里小・中学校　新校長着任式 鬼無里

鬼無里小・中学校　入学式 鬼無里

２３～２９ 鬼おやじの会がお休み処をつくる 鬼無里

戸隠中学校　入学式 戸隠

「戸隠山雪中酒」２５日から販売開始 戸隠

30～5/6 戸隠神社式年大祭　執行奉告祭 戸隠

戸隠神社式年大祭の「御鳳輦」を新調 戸隠

のびのび子育て学級 鬼無里

５月 ７～１３ ギャラリー鬼無里　春季オープン 鬼無里

戸隠神社　離山仏着山式 戸隠

１４～２０ 鬼無里神社　春の例大祭 鬼無里

戸隠神社式年大祭　渡御の儀 戸隠

２１～２７ 鬼無里老人福祉センター　講座案内 鬼無里

戸隠神社式年大祭　奥社奉告祭 戸隠

28～6/3 「田んぼクラブ」が休耕田で田植え 鬼無里

戸隠神社式年大祭　還御の儀 戸隠

６月 ４～１０ 戸隠神社式年大祭 終了奉告祭 帰山仏離山式 戸隠

鬼無里小・中学校合同運動会 鬼無里

１１～１７ 戸隠小学校で運動会 戸隠

大学生が鬼無里でフィールドワーク 鬼無里

１８～２４ 鬼無里わんぱく教室　田植え体験 鬼無里

中学生乳幼児ふれあい体験　赤ちゃん登校日 戸隠 ○

25～7/1 きらめき鬼無里　エゴマの作付け体験会 鬼無里

鏡池どんぐりハウスで「鏡池てんぷらてん」 戸隠

7月 ２～８ 戸隠　もくもくの会 戸隠

鬼無里中学校　奥裾花自然園でブナの手入れ作業 鬼無里

９～１５ 写真展「信濃の雪形」 鬼無里

らくらくストレッチ体操 戸隠

戸隠・鬼無里の子供たちが長野県Ｎｏ．１ 戸隠・鬼無里 ○

１６～２２ 戸隠神社　柱松神事 戸隠

清泉女学院大学　鬼無里でフィールドワーク成果発表 鬼無里

２３～２９ 国道４０６号をより安全な道路へ　要望書を提出 戸隠・鬼無里

戸隠そば博物館とんくるりん　新商品「五社巡りそば」 戸隠

きなさでお茶講 鬼無里

＜動画放送＞
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【資料７】

令和3年度　戸隠・鬼無里情報局　タイトル一覧表

30～8/5 第５２回戸隠そば祭り　献納そばの種まき 戸隠

とがくし保育園　夏まつり 戸隠

８月 ６～１２ 地域おこし協力隊が鬼無里を拓く 鬼無里

戸隠の誘客につなげるＳＮＳの活用 戸隠

１３～１９ 「わが家の避難行動確認シート」を書きましょう 鬼無里

鬼無里地区住民自治協議会が要望書の提出 鬼無里

２０～２６ 宝石野菜「白ナス」の栽培 戸隠

鬼無里保育園で七夕まつり 鬼無里

27～9/2 第１７回世代間交流まつり 鬼無里

開店３８年のカフェレストラン 戸隠

９月 ３～９ 戸隠中学校「戸隠Ｗｅｅｋ」 戸隠

いこいの場「縄文小屋」完成 鬼無里 ○

いろは堂で「マリトッツォ」予約販売 鬼無里

１０～１６ 鬼無里中学校　職場体験 鬼無里

世間瀬七生子作品展 鬼無里

「ディープ戸隠」探訪研修会 戸隠

１７～２３ 戸隠そば博物館とんくるりん「ぶどう市」開催 戸隠

おでやれくらぶ　防災講座 鬼無里

２４～３０ 戸隠伝統的建造物群保存地区が要望書提出 戸隠

いろは堂が新店舗 鬼無里

１０月 １～７ 鬼無里保育園運動会 鬼無里

戸隠キャンプ場でキャンプを楽しもう 戸隠

８～１４ 戸隠そば祭り献納祭用そばの刈り取り 戸隠

鬼無里小中学校で鬼中祭・児童会祭り 鬼無里

１５～２１ 戸隠中学校　音楽会 戸隠

２２～２８ 鬼無里わんぱく教室　たんぼではぜ掛け作業 鬼無里

とがくし保育園運動会 戸隠

29～11/4 出荷用野沢菜の収穫はじまる 鬼無里

戸隠そば祭り献納祭用そばの脱穀作業 戸隠

長野吉田高校戸隠分校そば部が東京パラ銀メダリストと交流 戸隠

11月 ５～１１ 追通ミニ文化祭 戸隠

第５２回戸隠そば祭り献納祭 戸隠

１２～１８ 荒倉キャンプ場の紅葉 戸隠

鬼無里小学校・中学校合同音楽会 鬼無里

１９～２５ 第３回きなさでお茶講 鬼無里

２０２１戸隠古道大ウォーク 戸隠

26～12/2 健康と福祉のつどい 鬼無里

大望峠で修景作業 鬼無里

「いのちのかたち」展 戸隠

戸隠中学校「あかちゃん登校日」 戸隠

12月 ３～９ 青少年健全育成推進大会 戸隠

県立大学生が農家民泊を支援 鬼無里 ○
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令和3年度　戸隠・鬼無里情報局　タイトル一覧表

１０～１６ 戸隠公民館 文化祭ステージ発表 戸隠

②戸隠：戸隠スキー場雪乞い祭り 戸隠

③戸隠：お山の音楽会 戸隠

④戸隠：雪下ろし安全対策塾 戸隠

１７～２３ 戸隠スキー場で職員が救助訓練 戸隠

鬼無里でお茶講 鬼無里の木の話 鬼無里

戸隠スキー場オープン 安全祈願祭 戸隠

２４～３１ 鬼無里保育園 たのしみ会 鬼無里

諏訪神社式年大祭山出し 鬼無里

1月 １～６ 新年のご挨拶 戸隠・鬼無里

７～１３ 爽快！戸隠スキー場 戸隠

令和３年度 戸隠地区成人式 戸隠

令和３年度 鬼無里地区成人式 鬼無里

１４～２０ 戸隠坪山組で音楽サロン開催 戸隠

長野吉田高校戸隠分校そば部が全国大会優勝を市長に報告 戸隠

２１～２７ 親子わんぱく教室かるた大会 鬼無里

令和４年戸隠どんど焼き祭り 祓い火天高く 戸隠

28～2/3 追通地区 正月の「鳥追」 戸隠

戸隠山雪中酒 蔵置き 戸隠

安全な雪下ろし 動画で啓発 鬼無里

２月 ４～１０ 松厳寺で節分会 鬼無里

写真家 小川秀一さんが見る戸隠 戸隠

１１～１７ 戸隠保育園 節分の豆まき 戸隠

徳武さんの野草茶 鬼無里

イベント盛りだくさん！戸隠スキー場 戸隠

１８～２４ 戸隠中の大西さん•森村さん 全国の舞台で活躍 戸隠

鬼無里の古民家で「かまくら」を楽しもう 鬼無里

25～3/3 戸隠スキー場 全国から高評価 戸隠

鬼無里保育園 園児と木彫作家が作品作り 鬼無里

３月 ４～１０ 鬼土間のイーエムアイ・ラボが新拠点開設 鬼無里

信州を彫る 写真家・尾上春幸 戸隠

１１～１７ 木と生きる 木原貴之さん 鬼無里

竹を編む 西濱芳子さん 戸隠

１８～２４ 戸隠中学校卒業式 戸隠

２５～３１ 鬼無里小中学校卒業式 鬼無里

合計 117本放送タイトル数
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令和3年度　戸隠・鬼無里情報局　タイトル一覧表

■６月
①戸隠公民館「新刊図書」お知らせ
②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
③戸隠公民館「らくらくストレッチ体操教室」開催
④各道路の通行止め案内
など

■４月
①戸隠保健センター・戸隠診療所「６５歳以上の新型コロナウイルスワクチン接種につい
て」 ②戸隠公民館「新刊図書」お知らせ ③中央消防署「緑を火災から守る運動」実施
④鬼無里診療所「ゴールデンウイーク中の休診」お知らせ ⑤北部産業振興事務所「鬼無里
奥裾花自然園　開園」お知らせ ⑥鬼無里観光振興会「奥裾花自然園開山祭」開催
⑦鬼無里農林産物直売所ちょっくら「ちょっくら『きなさ市』」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戸隠診療所「６５歳以上の新型コロナウイルスワクチン接種『予約』について」
など

■５月
①青空の会運営ボランティア「集いの場　青空の会」参加者募集
②戸隠交流施設　森林囃子「集いの場　もくもくの会」参加者募集
③戸隠診療所「内科休診」お知らせ
④鬼無里活性化センター「生き行き健康セミナー」開催
⑤戸隠公民館「地区外めぐり『防災学習』」参加者募集
⑥戸隠公民館「花と緑を育てる学習会『トガクシショウマ』栽培講座」開催
など

＜文字放送による主なお知らせ＞

■７月
①戸隠診療所「６４歳以下の新型コロナウイルスワクチン接種『予約』について」お知ら
せ
②戸隠公民館「新刊図書」お知らせ
③鬼無里公民館「新刊図書」お知らせ
④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
⑤鬼無里診療所「休診」お知らせ
⑥裾花ダム管理事務所「裾花ダム・奥裾花ダム見学会」お知らせ
⑦手をつなごう会「草刈り活動」お知らせ
⑧戸隠診療所「新型コロナウイルスワクチン　臨時集団接種」実施
など
■８月
①鬼無里公民館「新刊図書」お知らせ　②鬼無里診療所「休診」お知らせ　③戸隠診療所
「内科休診」お知らせ　④戸隠公民館「地区内探検講座」開催
⑤戸隠公民館「クラフトバンドで小物作り」参加者募集
⑥鬼無里公民館「おでやれくらぶ　地域防災講座と社会見学」
受講生募集
⑦鬼無里老人福祉センター「生きがいづくり講座の開催延期・貸館中止」
お知らせ　⑧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
など
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令和3年度　戸隠・鬼無里情報局　タイトル一覧表

■１月
①市鬼無里支所「クマの目撃情報」　②戸隠保健センター「新型コロナウイルス感染予
防・拡大防止について」お知らせ　③戸隠診療所「３回目のコロナワクチン追加接種につ
いて」お知らせ　④鬼無里診療所「感染症対策のための来院について」お知らせ　⑤鬼無
里地区住民自治協議会 社会福祉部「あったまろう会」開催　⑥市戸隠支所「戸隠支所発地
域力向上支援金事業の募集」お知らせ　⑦鬼無里診療所「休診」お知らせ　⑧中止のお知
らせ・鬼無里公民館「公民館主催講座 『おでやれくらぶ フレイル予防講座』『ときめき
講座 料理教室』『寺子屋塾 古文書解読講座』」・鬼無里老人福祉センター「老人福祉セ
ンター主催講座」「自主グループ活動への貸館業務」・戸隠地区住民自治協議会・青空の
会「集いの場 青空の会」
など
■２月
①戸隠診療所「内科休診」お知らせ
②中止のお知らせ
▽戸隠地区住民自治協議会・青空の会「集いの場 青空の会」
▽戸隠公民館「らくらくストレッチ教室」
③共同作業所てづくな「家庭用紙資源物の回収」お知らせ
など

■９月
①市いのしか対策課・市戸隠支所「ツキノワグマの出没注意」お知らせ　②戸隠保健セン
ター「感染症『レプトスピラ症』に注意」お知らせ　③鬼無里老人福祉センター「生きが
いづくり講座の開催延期・貸館中止、再開」お知らせ
④中央消防署鬼無里分署・市消防団「高齢者を火災から守る運動」実施
⑤長野交通安全協会 戸隠支部「秋の全国交通安全運動」実施　⑥戸隠診療所 内科「イン
フルエンザ予防接種」お知らせ　⑦戸隠公民館「トレッキング講座」参加者募集　⑧鬼無
里地区住民自治協議会「生き行き健康セミナー ９月の開催日」お知らせ　⑨市戸隠支所
「暮らしの中の悩み事相談所」開設　⑩鬼無里公民館「寺子屋塾 現地学習」受講者募集
など

■10月
①戸隠公民館「赤ちゃん登校日」開催　②鬼無里診療所「インフルエンザ予防接種」お知
らせ　③鬼無里公民館「第４８回鬼無里文化芸術祭」参加申し込みのお知らせ　④鬼無里
地区住民自治協議会 鬼土間プロジェクト「きなさでお茶講」開催　⑤鬼無里地区住民自治
協議会「一斉野鼠駆除実施」お知らせ　⑥戸隠公民館「すこやか学級『焼き芋会』」開催
⑦鬼無里地区住民自治協議会「雪下ろしの安全対策塾 アンカー見学ツアー」開催
⑧戸隠公民館「園芸講座」参加者募集　⑨戸隠公民館「食の安全と環境を考える学習会」
参加者募集　⑩戸隠公民館「初心者向けスマホ教室」参加者募集
など

■11月
①鬼無里地区住民自治協議会「地域づくり活動支援事業補助金」募集
②市戸隠支所「県道の冬季閉鎖区間」お知らせ　③青空の会運営ボランティア「集いの場
青空の会」参加者募集　④鬼無里地区住民自治協議会「生き行き健康セミナー」開催
⑤鬼無里診療所「休診」お知らせ　⑥戸隠交流施設　森林囃子「集いの場　もくもくの
会」参加者募集　⑦市戸隠支所「市営バス西部線　車両全面通行止めに伴う迂回路の冬季
期間変更」お知らせ　⑧戸隠公民館「終活講座」参加者募集
⑨戸隠公民館「公民館ギャラリー　出展作品募集」お知らせ
⑩道路の通行止め案内
など

■12月
①鬼無里公民館「新刊図書」お知らせ
②長野交通安全協会戸隠支部「年末の交通安全運動」実施
③市消防局・市消防団「年末特別出火防止運動」実施
④戸隠診療所・鬼無里診療所「年末年始の休診」お知らせ
⑤戸隠公民館「冬の公民館講座『冬にチャージ』」開催
⑥情報局 年末年始（１２月２９日～１月３日）の放送時間
など
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令和3年度　戸隠・鬼無里情報局　タイトル一覧表

■３月
①市消防局・市消防団「火災予防のお願い」　②戸隠公民館「新刊図書」お知らせ
③戸隠公民館「図書室と貸館再開」お知らせ　④戸隠診療所「新型コロナウイルスワクチ
ン接種（３回目）について」お知らせ
⑤戸隠診療所「３月の土曜診療日」お知らせ
⑥戸隠診療所「内科休診」お知らせ
⑦長野交通安全協会戸隠支部「春の全国交通安全運動」実施
⑧市鬼無里支所「くらしの中の悩みごと相談」開催
⑨鬼無里地区住民自治協議会「ウクライナ人道危機救援金受け付け」お知らせ
など
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