
【資料５】

平成30年度　しんまち・中条情報局　タイトル一覧表

月 週 放送タイトル 地区

４月 ６～１２ なかじょう保育園　入園式 中条

子どもに受け継ぐ　町の伝統芸能 信州新町

卒業式特集放送のご案内 信州新町・中条

１３～１９今年も賑わう　ろうかく梅園花まつり 信州新町

信州新町保育園　入園式 信州新町

天然の美味しさ求め　キノコ駒打ち 中条

２０～２６ 心を込めて彫りました　刻字のお披露目 信州新町

おめでとう　小学校入学式 信州新町・中条

２７～５/３ おめでとう　中学校入学式 信州新町・中条

5月 ４～１０ おめでとう　高校入学式 信州新町・中条

１１～１７ 街から標高８００ｍへ　ラーメン店がやってきた 中条

半世紀以上続く　８２歳の同窓会 信州新町

深呼吸して　吹き矢楽しむ 信州新町

１８～２４ 心身を鍛える　強歩大会 信州新町

仲間と楽しく　笑いヨガ教室 信州新町

菜の花畑　今年もこいのぼりと 中条

２５～３１ 普及目指して　子どもカヌー教室 信州新町

芹田地区と交流　サツマイモの苗植え 中条

還暦です！　同窓会を計画中 信州新町

6月 １～７ 西山淡竹　集荷始まる 中条

バスで行こう　子どもたちの地域探検 信州新町

８～１４ 親子で体験　淡竹の収穫 信州新町

芹田地区と交流　マレットゴルフで親睦図る 中条

県内で開催の国体に向けて　カヌー普及活動 信州新町

１５～２１ 観光協会　通常総会 信州新町

自治協　遊休農地を竹林へ 中条

愛郷祭で発表　和太鼓稽古始まる 信州新町

２２～２８ 感謝のバラ　バス運転手に贈る 信州新町

“あったかい”を詰めて　手作り弁当届けます 中条

土砂災害に備えて　対応訓練 信州新町

２９～７/５ 原風景を伝える　田植え体験 中条

子どもを地域で守ろう　ボランティアが呼びかけ 信州新町

犀峡校　琅鶴祭のお知らせ 信州新町

7月 ６～１２ 夏の思い出　フランスから会いに来たよ 中条

西山大豆　児童がタネまき 信州新町

夏の賑わい　夜店会お知らせ 信州新町

１３～１９ 歌声響く　音楽堂でコンサート 中条

＜動画放送＞
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【資料５】

平成30年度　しんまち・中条情報局　タイトル一覧表

コミュニケーション学ぶ　中国の小学生と交流 信州新町

２０～２６ 中条：夏のおもいで　カブトムシをとろう 中条

②信州新町：育児を応援　お母さん交流の場 信州新町

③信州新町：知識深める　終活講座 信州新町

２７～８／２ バスツアー　郷土の歴史を学ぶ 信州新町

水難事故から100年　犠牲者を悼む 信州新町

都会からの誘客図る　銀座でイベント 中条

8月 ３～９ 総合市民センター建設に　中条産木材の使用を要望 中条

公民館講座　エンディングノートの書き方 信州新町

本町通り賑わう　夜店会 信州新町

１０～１６ 子どもたちの挑戦　カヌー全国大会 信州新町

家族の笑顔集まる　ふるさと祭り 中条

１７～２３ 旧日下野学校　４０年ぶりの“文化祭” 中条

地域間交流　羊毛クラフトづくり 信州新町

こんにちは農家さん　梅干しづくり 信州新町

２４～３０ 笑顔溢れる　地京原ふるさと祭り 中条

信州新町グルメを広げる！　世田谷でＰＲ 信州新町

３１～９/６ 都会から田舎暮らし体験　郷土食づくり 中条

再会喜ぶ　厄除祈願花火と同窓会 信州新町

ヒップホップで元気！子どもダンス教室 信州新町

9月 ７～１３ ハンターの活動　野生動物と向き合う 中条

夜空見上げて　還暦祝う同窓会 信州新町

１４～２０ 犀峡校　奉仕活動で表彰 信州新町

道の駅　秋の味覚そろってます！ 信州新町

外国人アーティスト　中条で創作活動 中条

２１～２７ 和太鼓演奏　文化祭でいよいよお披露目 信州新町

よく見て渡ろう　交通安全教室 信州新町

“ユニーク”が勢揃い　ジャンボかぼちゃコンクール 中条

２８～１０/４ 犀峡校ＰＴＡ企画　防犯に護身術 信州新町

親子で農業体験　枝豆の収穫 中条

信大同級生でグループ展 信州新町

10月 ５～１１ 海外アーティスト　アトリエで作品紹介 中条

中学生　老人ホームで訪問演奏 信州新町

恐竜の仲間　缶バッジ作り 信州新町

１２～１８ 住民パワー結集！　熱気溢れる運動会 中条

科学にふれよう　万華鏡づくり 信州新町

ロビーに響く音色　ミュージアムコンサート 信州新町

１９～２５ 住民パワー結集！　熱気溢れる運動会② 中条

ゲームで地域交流　ふれあいフェスタ 信州新町
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平成30年度　しんまち・中条情報局　タイトル一覧表

２６～１１/１ 生き方を考える　“心穏やか”な話 信州新町

中条校　自然の保全について学ぶ 中条

中学３年　文化祭で和太鼓演奏 信州新町

11月 ２～８ 道の駅賑わう　天然きのこが人気 信州新町

めん子ちゃん＆イケめぇんくん　長野駅へ 信州新町

中条滞在の海外アーティスト　作品公開 中条

９～１５ 町の祭典　信州新町フェア 信州新町

道の駅賑わう　むしくらまつり 中条

利便性伝える　スマホ教室 信州新町

１６～２２ ヒップホップで元気！　キッズダンサー登場 信州新町

音楽会 信州新町・中条

さよなら　歴史民俗資料館 中条

２３～２９ 信州の冬支度　お菜とりツアー始まる 中条

中学校生徒会　被災地へ義援金 信州新町

子どもたちの食育　大豆収穫 中条

３０～１２/６ 心身鍛える　子ども剣道大会 信州新町

「食改」の調理実習　健康的な食卓づくり 中条

中条校１年　和太鼓に挑戦 中条

12月 ７～１３ 日本画展　岩絵具の魅力 信州新町

小学２年　ふわふわ豆腐づくり 信州新町

小田切へ研修会　中山間地の活性化考える 中条

１４～２０ 死亡事故多発！　交通安全呼びかけ 信州新町

忘年会　愉快なマジックショー 中条

小学２年生　大豆の収穫祭 信州新町

２１～３１ デイサービス　システムキッチン導入 中条

トークとライブ　差別をなくす住民集会 信州新町

小学校音楽会　放送日程変更のお知らせ 信州新町・中条

1月 １～１０ 地域の皆さんから 新春メッセージ 信州新町・中条

１１～１７ ふるさとに感謝　新成人の誓い 中条

温故知新　音楽たのしむ古民家 信州新町

１８～２４ 地域おこし　企業が新しい挑戦 信州新町

正月料理の一品　郷土食「えご」 中条

仲間と卓囲む　あこがれのマージャン 中条

２５～３１ 種も仕掛けもあります？愉快なマジックショー 信州新町

ビックリの美味しさ！こんにゃく作り 信州新町

無病息災願う　どんど焼き 中条

2月 １～７ 公民館解体まもなく　支所に引っ越します 中条

明るく元気に活動４３年　マジッククラブ 信州新町

柿ジャム　道の駅に復活！帰ってくる！ 信州新町
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平成30年度　しんまち・中条情報局　タイトル一覧表

８～１４ 雪 中条

講演会「認知症を知る」 中条

津和郵便局に誕生　オリジナル風景印 信州新町

１５～２１ 中条：田舎暮らし体験　味噌仕込み 中条

②信州新町：食と運動を見直そう　健康づくり講演会 信州新町

③中条：中条音楽堂　利活用を考える 中条

２２～２８ 中条：中条で暮らし続けたい　“支え合う”を語る 中条

②信州新町：中学生作品展　紙のランプシェード 信州新町

③信州新町：転びにくい体づくり　筋トレ・ストレッチ講座 信州新町

３月 １～７ 中条：元気を発信！まめったいフェスティバル 中条

②信州新町：ふるさと想う　木版画展 信州新町

③信州新町：深呼吸して楽しむ　スポーツ吹き矢 信州新町

８～１４ 信州新町：学び舎に別れ　犀峡校卒業式 信州新町

②中条：やきもち家　指定管理者変わる 中条

③中条：元気を発信！まめったいフェスティバルその２ 中条

１５～２１ 燃え上がる炎で所願成就　玉泉寺 初午祈祷会 信州新町

歌に踊りに　文化芸能の集い 中条

食べ方いろいろあります　西山大豆フェア 信州新町・中条

２２～２８ 優しさ込めて　色鉛筆で癒しの絵 信州新町

思い出ありがとう　さようなら公民館 中条

特殊詐欺防止　劇で呼びかけ 信州新町

２９～４/４ 信州新町：還暦迎えて　同窓会に向けて準備 信州新町

②中条：元気を分け合おう　いきいきサロン大集合 中条

③信州新町：卒業式　特別番組放送のお知らせ 信州新町

合計 136本放送タイトル数

■４月
①西部保健センター 信州新町地区担当保健師「健康・食生活相談会」開催　②市中条支所保
健師「健康・育児相談日」お知らせ　③信州新町地区社会福祉協議会、信州新町公民館「子
育て食堂」開催　④中条老人福祉センター  かがやきひろば中条「お助け隊の日」お知らせ
⑤中条地区住民自治協議会「オレンジカフェ」開催　⑥市信州新町支所、信州新町公民館
「第１回わくわくチャレンジ教室」参加者募集　⑦市中条支所保健師「乳幼児健診」お知ら
せ　⑧中条老人福祉センター  かがやきひろば中条「マレットゴルフ講座」受講生募集　⑨
中条公民館「子育て講座わくわくリトミック教室」参加者募集　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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平成30年度　しんまち・中条情報局　タイトル一覧表

■６月
①信州新町地区住民自治協議会「花の苗配布」　②信州新町地区社会福祉協議会、信州新町
公民館「子育て食堂」開催　③西部保健センター　信州新町地区担当・中条地区担当 保健師
「長野市国保特定健診・後期高齢者健診・３０歳代の国保健診」集団健診実施　④長野市在
宅介護支援センターすめらぎ、中条老人福祉センターかがやきひろば中条「介護者教室と介
護者のつどい」参加者募集　⑤信州新町公民館「第６回ふるさと探訪」参加者募集　⑥中条
地区住民自治協議会「直富商事株式会社の中間処理工場と新サンマリーンながの　視察研修
会」開催　⑦西部保健センター　信州新町地区担当「運動相談会」開催　⑧中条地区住民自
治協議会 社会福祉部会 つどい班「きぼうの旅」参加者・ボランティア募集　⑨中条山岳会
「第９回ふれあい市民登山」実施　⑩各道路の通行止め案内など

■５月
①中条老人福祉センター  かがやきひろば中条「お助け隊の日」お知らせ　②信州新町公民
館、長野市カヌー協会「カヌー体験教室」参加者募集　③市中条支所 保健師「肺がん・結核
検診」実施　④信級札所石仏めぐりの会、信州新町地区住民自治協議会「信級札所石仏めぐ
り 第１０回記念ウォーキング」開催　⑤市中条支所 市民担当「行政相談・心配ごと相談・
人権相談」実施　⑥市生活環境課「生ごみ自家処理実践講座」開催　⑦中条公民館「第１２
回公民館長杯マレットゴルフ大会」参加者募集　⑧市 市民窓口課「マイナンバーカード申請
受付」実施　⑨信州新町公民館、犀峡郷土史研究会「パネル展『信州新町の今昔５ファイナ
ル』開催にあたり、信州新町の昔の写真や資料を募集」　⑩各道路の通行止め案内など

■７月
①中条地区住民自治協議会「オレンジカフェ」開催　②市中条支所 保健師「健康・育児相
談」実施　③西部保健センター 信州新町地区担当「乳がん集団検診」、中条地区担当「女性
がん検診」実施　④市中条支所・安協中条支部・中条駐在所、長野交通安全協会信州新町支
部・信州新町地区住民自治協議会「夏の交通安全やまびこ運動」実施中　⑤信州新町公民館
「親子カヌー体験」参加者募集　⑥中条地区住民自治協議会・中条老人福祉センター かがや
きひろば中条「中条ずく楽校」開催　⑦長野市社会福祉協議会 信州新町福祉センター「介護
者のつどい・介護者教室」開催　⑧中条公民館「終活講座」参加者募集　⑨長野市選挙管理
委員会「長野県知事選挙・長野県議会議員補欠選挙 期日前投票」お知らせ　⑩各道路の通行
止め案内など
■８月
①中条診療所「休診」お知らせ　②中条平区・中条中央区・文化教養部「中条盆踊り大会」
開催　③信州新町納涼大会実行委員会「信州新町納涼大会 出店申し込み」お知らせ　④信州
新町公民館・信州新町子どもプラザ「わくわくチャレンジ はたおり教室」参加者募集　⑤信
州新町地区社会福祉協議会「こうめちゃん広場」開催　⑥第３１回中条地区ふれあいまつり
実行委員会・中条地区住民自治協議会 社会福祉部「ふれあいまつり」開催　⑦西部保健セン
ター 信州新町地区担当「長野市肺がん・結核 集団検診」実施　⑧信州新町福祉センター
「秋の音楽会」開催　⑨中条地区住民自治協議会「オレンジカフェ」開設　⑩各道路の通行
止め案内　など

■９月
①信越受信環境クリーン協議会「受信環境クリーン月間」お知らせ　②信州新町公民館「第
５回いきいきふるさと塾 全体学習」参加者募集　③市中条支所 保健師「健康・育児相談
日」お知らせ　④西部保健センター 信州新町地区担当「長野市胃がん検診」実施　⑤中条診
療所「休診」お知らせ　⑥信州新町美術館「ミュージアムコンサート『サクソフォンとハー
プで紡ぐフランス音楽の名曲たち』」開催　⑦中条地区住民自治協議会「オレンジカフェ」
開設　⑧信州新町福祉センター「レクリエーション」開催　⑨中条老人福祉センター かがや
きひろば中条「ものづくり体験講座」受講生募集　⑩各道路の通行止め案内　など
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平成30年度　しんまち・中条情報局　タイトル一覧表

■12月
①中条芸術文化振興会・中条地区住民自治協議会「アート体験」開催　②中条地区住民自治
協議会・中条老人福祉センター かがやきひろば中条「中条いこいサロン」オープン　③信州
新町福祉センター「フラワーアレンジ」開催　④信州新町地区社会福祉協議会・信州新町公
民館「子育て食堂」開催　⑤信州新町美術館「展覧会」お知らせ　⑥中条地区住民自治協議
会「オレンジカフェ」開設　⑦市中条支所 保健師「健康・育児相談日」お知らせ　⑧中条公
民館「紙バンドで小物作り講座」受講生募集　⑨西部保健センター 信州新町地区担当「健
康・食生活相談会」開催　⑩市営バス・スクールバス運休のお知らせ　など

■１月
①信州新町地区社会福祉協議会・信州新町公民館「子育て食堂」開催　②中条地区住民自治
協議会・中条老人福祉センター かがやきひろば中条「中条いこいサロン」オープン　③西部
保健センター 信州新町地区担当「効果的なウォーキング講座」開催　④中条地区住民自治協
議会「人権と福祉を考えるつどい」開催　⑤信州新町福祉センター「レクリエーション」開
催　⑥信州新町公民館「初心者のスマートフォン教室」参加者募集　⑦市中条支所「行政相
談・心配ごと相談・人権相談」実施　⑧市中条支所 保健師「乳幼児健診」お知らせ　⑨信州
新町地区住民自治協議会「健康づくり講演会」開催　⑩中条地区文化芸能のつどい実行委員
会「文化芸能のつどい　出演・作品募集」お知らせ　など

■２月
①中条老人福祉センター かがやきひろば中条「お助け隊の日」お知らせ　②中条むしくら
ネットワーク「ささえあいの里座談会」開催　③中条地区住民自治協議会・中条老人福祉セ
ンター かがやきひろば中条「中条いこいサロン」オープン　④信州新町福祉センター「音楽
で認知症予防」開催　⑤長野広域連合・信州新町公民館「人とホスピタリティ研究所代表 高
野登氏講演会」開催　⑥新町消防署「春の火災予防運動」実施　⑦信州新町美術館「文化講
演会『刀鍛冶に学ぶ日本刀の世界』」開催　⑧信州新町地区住民自治協議会「資源・古着回
収」実施　⑨市中条支所保健師「平成３１年度 国保特定健診・後期高齢者健診の集団健診」
申し込みのお知らせ　⑩各道路の通行止め案内　など

■10月
①信州新町中学校生徒会「西日本豪雨災害・北海道胆振東部地震災害への募金活動」「街頭
あいさつ運動」実施のお知らせ　②市中条支所「中条で暮らしている芸術家のアートワーク
ショップ」申し込み受け付け　③信州新町福祉センター「和太鼓に挑戦」開催　④中条地区
住民自治協議会・中条老人福祉センター かがやきひろば中条「中条ずく楽校」開催　⑤信州
新町地区遺族会「平成３０年度信州新町地区戦没者追悼式」開催　⑥信州新町公民館「第二
回わくわくチャレンジ科学教室」参加者募集　⑦中条公民館「篆刻（てんこく）講習会」受
講者募集　⑧信州新町地区社会福祉協議会「こうめちゃん広場」開催　⑨中条診療所「イン
フルエンザ予防接種」実施　⑩各道路の通行止め案内　など

■11月
①市中条支所 市民担当「市信州新町・中条情報通信施設管理運営協議会委員」公募　②市中
条支所「健康・育児相談日」お知らせ　③信州新町公民館「大人の社会見学『真田家のルー
ツを訪ねて』」参加者募集　④中条地区住民自治協議会・信州新町地区住民自治協議会「資
源回収」実施　⑤信州新町美術館「展覧会」お知らせ　⑥長野行政監視行政相談センター
「行政相談所」開設　⑦中条公民館「蔓（つる）かごづくり講習会」参加者募集　⑧西部保
健センター 信州新町地区担当「健康・食生活相談会」開催　⑨中条地区住民自治協議会「長
寿とクリスマスを祝う集い」参加者募集　⑩各道路の通行止め案内　など
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■３月
①西部保健センター 信州新町地区担当保健師「平成３１年度 長野市国保特定健診・後期高
齢者健診・３０歳代の国保健診・大腸がん検診の集団健診」申し込みのお知らせ
②信州新町地区社会福祉協議会「男性料理教室」開催
③中条老人福祉センター かがやきひろば中条「お助け隊の日」お知らせ④中条地区住民自治
協議会・中条老人福祉センター かがやきひろば中条「中条ずく楽校」開催⑤市選挙管理委員
会「４月７日長野県議会議員一般選挙 期日前投票」お知らせ⑥市信州新町支所 市民担当
「スクールバス細尾線・水内線・牧内塩本線 朝夕の登下校便　運休」お知らせ⑦市中条支所
「行政相談等の開設」⑧信州新町福祉センター「介護予防体操」開催⑨中条地区住民自治協
議会「オレンジカフェ開設」⑩各道路の通行止め案内　など
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