
【資料７】

令和元年度　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 ５～１１ ろうかく湖に春の訪れ　梅園花まつり 信州新町

もうすぐ公民館取り壊し　神輿のお引っ越し 中条

伝えるものと繋ぐもの　この町と能楽 信州新町

１２～１８生まれ変わる生地　着物のリメイク 信州新町

県内最大級　ジビエ加工センター完成 中条

ポイ捨てやめて　ごみ無し地蔵を設置 中条

１９～２５おめでとう！　入学式　高校編 信州新町・中条

２６～５/２ おめでとう！　入学式　中学校編 信州新町・中条

5月 ３～９ おめでとう！　入学式　小学校編 信州新町・中条

１０～１６ おめでとう！　保育園入園式編 信州新町・中条

１７～２３ 手作りの魅力を知る　親子で味噌仕込み 中条

小学校で委嘱式　わが家のセーフティーリーダー 信州新町

地元に親しまれる施設に　さぎり荘がリニューアル 信州新町

２４～３０ 農業体験　さつま芋の苗植え 中条

美術館　作品展のご案内 信州新町

地域を健康に！　病院祭 信州新町

３１～６/６ 棚田の景観守る　遊休農地でソバ栽培 中条

峰街道を走り抜ける　ウルトラオリエンテーリング 信州新町・中条

道の駅　カード決済で買い物ラクラク 信州新町

6月 ７～１３ 協力隊就任 りんご農家で独立目指す 中条

田んぼで交流　親子の田植え体験会 中条

森林と生きる　長者山でイベント 信州新町

１４～２０ 子どもダンス　ヒップホップでノリノリ 信州新町

健康！仲間！　マレットゴルフは生きがい 信州新町

スキークラブ　５０年を振り返る 中条

２１～２７ 西山の食文化　淡竹の皮むき体験 信州新町

空き家探訪　移住者受け入れ体制を整備 中条

犀峡校　琅鶴祭のお知らせ 信州新町

２８～７/４ 特産の淡竹　竹林にレッツゴー 信州新町・中条

英語教育　必修化に向けて 信州新町

守り伝える　寺の再興 信州新町

7月 ５～１１ ＰＴＡ作業　住民がボランティア参加 中条

子ども育む　保小中一貫教育 中条

賑やかな夏の夜　新町夜店 信州新町

１２～１８ 赤十字奉仕団　ＡＥＤ講習会 中条

小学校２０周年を迎えて　思い出刻む木彫壁画 信州新町

地域の寄り合いに　カフェで寄席 中条

＜動画放送＞
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【資料７】

令和元年度　しんまち・中条情報局　タイトル一覧表

１９～２５ 夏の風物詩　新町夜店 信州新町

寺でのんびりと　食の交流会 信州新町

旧 御山里小学校　大学生が見学 中条

２６～８/１ 保育園　元気いっぱい夏まつり 信州新町

歌謡祭　音楽堂に歌声響く 中条

美術館　展示のご案内 信州新町

8月 ２～８ 地域間交流　カヌーで町の魅力伝える 信州新町

夏の自然体験　カブトムシ捕まえて 中条

大人数で学ぶ　西山３校合同授業 信州新町

９～１５ 縁結びのお手伝い　虫倉山登山で“山コン” 中条

夏の風物詩　スイカはいかが？ 中条

かあさんの歌　フレーム切手 信州新町

１６～２２ 環境生かした楽器工房　ハープの音色響く 中条

新企画あります！　ふれあいまつり 中条

ゆるキャラグランプリ　投票してメェ～ 信州新町

２３～２９ 公共施設について考える　市民ワークショップ 中条

親子で体験　機織り教室 信州新町

ろうかく湖彩る　花火大会 信州新町

３０～９/５ 公共施設について考える　市民ワークショッ 中条

花火と懐かしい友と　還暦同窓会 信州新町

9月 ６～１２ 集いの場づくり　精肉店を改装中！ 中条

子どもたちにサプライズ　黒板アート 信州新町

自由に作りだす面白さ　親子で工作 中条

１３～１９ 大はしゃぎで意見交換　男だらけの飲み会 中条

児童たちにサプライズ　黒板アート 信州新町

２０～２６ ここを忘れない　私たちが残したい写真 中条

３年間の集大成　犀峡校カヌーツーリング 信州新町

大はしゃぎで意見交換　男だらけの飲み会 中条

27～10/3 ホール発表会　中学生の能舞台 信州新町

公共施設について考える　市民ワークショップ 中条

10月 ４～１０ 中学校　創立６０周年記念式典 信州新町

地元が好き　祭囃子デビューします！ 中条

住民参加型　むしくらまつり実行隊 中条

１１～１２ 高校生が進路に向けて　小学校でフィールドワーク 信州新町

祭囃子　２４歳の女性 新メンバー 中条

中条の魅力が大集結！“まめったい”を届けるイベント 中条

１９～２４ 恐竜大変身　模型の色塗り 信州新町

職場体験　夢は小学校の先生！ 信州新町

※１３日（日）～１８日（金）は台風１９号災害による特別編成のため、情報局の放送はなし
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【資料７】

令和元年度　しんまち・中条情報局　タイトル一覧表

古民家カフェで　賑やかにコンサート 中条

２５～３１ 新町フェアで初披露　「雉も鳴かずば」が謡曲に！ 信州新町

地区外からも参加　愛らしい稚児行列 中条

11月 １～７ 中条：元気いっぱいの演奏　小学校音楽会 中条

対策を学ぶ　サル被害を防止しよう 信州新町

公共施設について考える　市民ワークショップ 中条

８～１４ 小屋開き　野沢菜まもなく収穫期 中条

地元の魅力発信　信州新町フェア 信州新町

音楽会　創立２０周年も元気な歌声 信州新町

１５～２１ スウェーデンから　農家が視察 中条

犀峡校　心身鍛える強歩大会 信州新町

小学校　創立２０周年を祝う 信州新町

２２～２８ 特産を知ろう　大豆の収穫 中条

元気を町に！　キッズダンスの活躍 信州新町

久米路峡の秋 信州新町

29～12/5 信州新町：本格的な舞台が中学校に！能楽鑑賞 信州新町

②信州新町：小学校給食　地元野菜をいただきます 信州新町

③中条：木造校舎を懐かしむ　音楽堂で同級会 中条

12月 ６～１２ 野沢菜　収穫体験イベントが大好評 中条

作家の思いを聞きながら　作品鑑賞会 信州新町

大豆の学習　豆たたき 信州新町

１３～１９ 公民館講座　戸隠の歴史を学ぶ 中条

交通安全運動　国道１９号で事故防止呼びかけ 信州新町

地域の文化を知る　小学生が手織り体験 信州新町

２０～３１ 親子で参加　楽しく遊ぶ ふれあいの場 信州新町

長寿とクリスマスを祝う集い 中条

人権を考える集い 信州新町

1月 １～９ 謹賀新年　集まれ子年 信州新町・中条

１０～１６ 小学校３校が合同授業　けん玉で交流 中条

学習の成果を発表　犀峡セミナー 信州新町

１７～２３ 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

自分探しは一生をかけて　高校で芸術家が講演 中条

コンサート大成功　地域を盛り上げる住民パワー 中条

２４～３０ 氷の上の授業　小学生がスケートに挑戦 信州新町

表現力高める　子どもリトミック 中条

仲間と楽しく！　囲碁ボール 中条

３１～２/６ もうすぐ１年生！　小学校体験入学 信州新町

音楽堂を活用　消防団音楽隊が練習 中条

どうなる？どうする？　土地の未来話し合う 中条
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【資料７】

令和元年度　しんまち・中条情報局　タイトル一覧表

2月 ７～１３ 中学生の美術作品　１４日までミュゼ蔵に展示 信州新町

チャレンジ高校生！　味噌と豆腐作り 中条

１４～２０ 一足早い春の訪れ　梅園の花開く 信州新町

人権研修会　終活を考える 中条

大人のサークル　謡曲を嗜む 中条

２１～２７ 伝統芸能に触れる　小学生が銭太鼓を体験 信州新町

謡を披露　謡曲大会 中条

大人のサークル　吹き矢で健康と仲間づくり 中条

２８～３/５ 健康支えるレシピ　料理教室 信州新町

歌で被災地応援　チャリティコンサート 中条

住民劇団　地域の支え合いを劇に 中条

3月 ６～１２ 美味しいがいっぱい　道の駅 信州新町・中条

ろうかく梅園　すくすく花育つ 信州新町

１３～１９ 信州新町：犀峡校　門出を祝う卒業式 信州新町

②信州新町：健康づくり　漢方薬を学ぶ 信州新町

③中条：計画案作成　福祉活動への理解求める 中条

２０～２６ 卒園式　さよなら僕たちの保育園 中条

教育に役立てて　私募債で小学校にテレビ寄贈 信州新町

楽しく健康づくり　スポーツ吹き矢 信州新町

２７～４/２ 信州新町：信州新町を愛した画家　合併１０周年記念展 信州新町

②中条：旬を訪ねて　春の畑見せてください 中条

③中条：身近で気軽に利用を　居宅介護支援事業所オープン 中条

合計 135本放送タイトル数
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【資料７】

令和元年度　しんまち・中条情報局　タイトル一覧表

■6月
①信州新町地区社会福祉協議会・信州新町公民館「子育て食堂」開催 ②信州新町地区社会福
祉協議会「オレンジカフェしんまち」オープン ③信州新町地区住民自治協議会・中条地区住
民自治協議会「資源回収」実施　④西部保健センター 信州新町中条地区担当「長野市国保特
定健診・後期高齢者健診・３０歳代の国保健診 各地区集団健診」お知らせ ⑤信州新町福祉
センター「寸劇で学ぼう～悪徳商法・特殊詐欺～」開催 ⑥信州新町公民館「いきいきふるさ
と塾全体学習 楽しく学ぶ交通安全教室」開催 ⑦市マリッジサポート課「親のための婚活セ
ミナー」開催 ⑧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」 ⑨中条公民館「中条探訪 虫倉山登山と安全に山に登る
ための講演会」参加者募集 ⑩中条地区住民自治協議会 健康福祉部会 つどい班「きぼうの
旅」参加者・ボランティア募集　など

■4月
①市地域包括ケア推進課「はつらつ・ミニ体操」放送開始 ②中条老人福祉センター かがや
きひろば中条「生きがいづくり講座」受講生追加募集 ③市中条支所 保健師「健康・育児相
談日」お知らせ 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
州新町地区社会福祉協議会「オレンジカフェしんまち」オープン ⑥信州新町福祉センター
「春の音楽会」開催 ⑦信州新町福祉センター「炭アート講習会」開催 ⑧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 ⑨中条公民館「地域の歴史巡り 信州新町探
訪」参加者募集 ⑩各道路の通行止め案内　など

■5月
①信州新町美術館「企画展『知られざる創作版画家～小泉癸巳男』」開催 ②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 ③信州新町福祉センター「高齢者のた
めの交通安全教室」開催 ④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 ⑤市中条支所 保健師「肺がん検診」お知らせ ⑥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ウォーキング」開催 ⑦信州新町福祉セン
ター「ささら体操」開催 ⑧中条地区住民自治協議会 健康福祉部会「第三次中条地区地域福
祉活動計画」策定委員募集 ⑨中条公民館「第１３回公民館長杯マレットゴルフ大会」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＞

■7月
①中条公民館「旧中条公民館前駐車場の利用について」お知らせ ②市中条支所内 中条でカ
ブトムシをとろう実行委員会「中条でカブトムシをとろう」開催 ③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 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 ⑥中条地区住民自治協議会「『地域たすけあい
事業』福祉移送車の愛称募集」 ⑦信州新町公民館「親子で楽しむ、はたおり教室」参加者募
集 ⑧西部保健センター中条地区担当保健師「女性がん検診」申し込み受け付け ⑨信州新町
美術館「展覧会『生誕１３０年 水彩画家・赤城泰舒展』」開催 ⑩各道路の通行止め案内
など
■8月
①信州新町納涼大会実行委員会「信州新町納涼大会 出店の申し込み」お知らせ ②市中条支
所保健師「健康・育児相談日」お知らせ ③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 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信州新町公民館「いきいきふ
るさと塾 孫の育て方講座」参加者募集 ⑦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」お知らせ ⑧信州新町福祉センター「紙バンドで作る小
物」開催 ⑨市選挙管理委員会「長野市議会議員一般選挙　期日前投票」お知らせ
⑩各道路の通行止め案内　など
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【資料７】

令和元年度　しんまち・中条情報局　タイトル一覧表

　　　　台風19号災害関連情報１２月の放送はありません。（台風災害生活関連情報）

台風19号災害関連情報１月の放送はありません。（台風災害生活関連情報）

■9月
①長野市消防団・新町消防署「高齢者を火災から守る運動」実施 ②信州新町地区社会福祉協
議会「男性料理教室」開催 ③西部保健センター 信州新町地区担当「胃がん検診」実施 ④信
州新町福祉センター「頭の体操」開催 ⑤信州新町公民館「いきいきふるさと塾 災害シュミ
レーション講座」参加者募集 ⑥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 ⑦信州新町公民館「第１回わくわくチャレンジ 科学教室『マジックカラー
ボールをつくってみよう』」参加者募集 ⑧信州新町美術館「ミュージアムコンサート『音楽
のシェフ ア・ラ・カルト』」開催 ⑨市中条支所「行政・人権相談等」実施 ⑩各道路の通行
止め案内　など

■10月　　※１３日（日）～台風１９号災害による特別編成のため、文字放送はなし
①中条地区住民自治協議会「ずく楽校特別講演会」開催 ②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 ③信州新町福祉センター「秋の音楽会」開催 ④中条公民
館「凍み豆腐を使った料理講習会」参加者募集 ⑤各道路の通行止め案内　など

　　　　台風19号災害関連情報１１月の放送はありません。（台風災害生活関連情報）
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【資料７】

令和元年度　しんまち・中条情報局　タイトル一覧表

台風19号災害関連情報２月の放送はありません。（台風災害生活関連情報）

台風19号災害関連情報３月の放送はありません。（台風災害生活関連情報）
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