
【資料８】

令和2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 ３～９ ろうかく梅園　見頃迎える 信州新町

居宅介護支援事業所　開所式 中条

営業再開　田舎カフェ 中条

１０～１６ 信州新町・中条：おめでとう！　小学校 入学式 信州新町・中条

１７～２３ 交通安全運動　事故防止呼びかけ 信州新町

外出自粛　“おうち時間”を彩る 信州新町

成山公園　サクラ花開く 中条

２４～３０ 信州新町・中条：おめでとう！　中学校 入学式 信州新町・中条

5月 １～７ 信州新町・中条：おめでとう！　保育園 入園式 信州新町・中条

８～１４ 地域の安全のために　排水路清掃 中条

移住６年　中条に魅せられた楽器職人 中条

中学校　一学期の抱負 信州新町

１５～２１ お持ち帰り！さぎり荘　サフォークを自宅で 信州新町

タラの芽　大収穫！ 中条

心を癒す　春うらら 信州新町・中条

２２～２８ そば信 テイクアウト 人気メニューを自宅 信州新町

荒廃農地になる前に　夢は花園 中条

心を癒す　春うらら② 信州新町・中条

２９～６/４ 中条地区限定　イノシシ肉を販売 中条

小花見池　さわやか散歩風景 信州新町

ツバメ　ヒナたちの晩御飯 信州新町

6月 ５～１１ 信州新町・中条：竜峡小梅　収穫記 信州新町・中条

１２～１８ 観光協会からお知らせ　お得なプレミアム商品券 信州新町

中条マレットゴルフ場　待ちわびた再開 中条

１９～２５ 花火大会中止　どうする？還暦同窓会 信州新町

更北地区と交流　竹林整備 中条

「ぬりえコンテスト」　締め切り間近 信州新町

２６～７/２ 道の駅の新名物　鹿肉ジンギスカンが人気 信州新町

観光協会　「新しい生活様式」で総会・懇親会 信州新町

産卵シーズン　命育むモリアオガエル 中条

7月 ３～９ 木版画家　道の駅に作品を寄贈 信州新町

台風被災地と向き合う　夫婦の活動 信州新町

後継者育てたい　養蚕の伝統繋ぐ 中条

１０～１６ ６０年に一度！？　竹の花咲く 中条

さぎり荘が新サービス　手ぶらでバーベキュー！ 信州新町

あじさい街道艶やかに　３００株が見頃 信州新町

１７～２３ 「母さんの歌」にちなんだデザイン　商標登録 信州新町

＜動画放送＞
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【資料８】

令和2年度　しんまち・中条情報局　タイトル一覧表

マジックで喜ばせたい　ショーに向けて猛練習 中条

咲いた淡竹の花　…その後 中条

２４～３０ 中条をきれいに　オリンピック道路の清掃 中条

バス停に設置 スキー板がベンチに変身 中条

古民家暮らし楽しむ　粋なリメイク 信州新町

３１～８/６ 夏の交通安全 やまびこ運動 中条

信州新町・中条：小学１年　楽しいプール教室 信州新町・中条

夏の恒例イベント　カブトムシをとろう 中条

8月 ７～１３ 小学校終業式　児童たちの言葉① 信州新町

大きく育ちました　じゃがいも収穫 中条

そばの種まきに向けて　虫倉れんげの会が草刈り 中条

１４～２０ 小学校終業式　児童たちの言葉② 信州新町

バイオリン演奏会　「夢を持って進んで」 中条

採って、作って、食べて　野菜でカラダ元気！ 中条

２１～２７ みんな集まれ！　夏休みお楽しみ会① 中条

小学校終業式　児童たちの言葉③ 信州新町

２８～９/３ みんな集まれ！　夏休みお楽しみ会② 中条

住民をお出迎え　あさがお咲かせて 信州新町

高度な彫刻技術　神楽屋台 中条

9月 ４～１０ 特産をＰＲ　新作！梅ワイン登場 信州新町

老人クラブ　仲間と過ごす楽しい時間 中条

コロナ流行踏まえた　心肺蘇生法 信州新町

１１～１７ 町の魅力伝える　長沼地区がカヌー体験 信州新町

疫病退散　木彫りの鬼で終息祈願 信州新町

登山口で案内　虫倉山に看板設置 中条

１８～２４ ぬりえコンテスト　全作品展示 信州新町

浴衣会　中学生が仕舞を披露 信州新町

生涯終える？　花が咲いた竹林へ再び 中条

25～10/1 藤倉組　獅子舞フェスティバル参加 中条

語り継ぐ民話　動画で後世に残す 信州新町

油彩画展　日常の一コマをモチーフに 信州新町

10月 ２～８ 国道１９号で　交通安全呼びかけ 信州新町

犀峡校３年　最後のカヌー授業 信州新町

ハロウィーンにいかが？ ジャンボかぼちゃ販売中 中条

９～１５ ソバの実　収穫間近 中条

銭太鼓　喜び噛みしめステージへ 信州新町

自転車を安全に利用するために 信州新町

１６～２２ 手織りの温もり感じて　作品展２３日から 信州新町

やきもち家　ジビエカレー新発売 中条
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【資料８】

令和2年度　しんまち・中条情報局　タイトル一覧表

美術館　リコーダーコンサート 信州新町

２３～２９ 家族で参加　スポーツで交流楽しむ 中条

街頭啓発　交通安全呼びかけ 信州新町

中学校愛郷祭　短縮開催 信州新町

30～11/5 家族で参加　スポーツ交流楽しむ その② 中条

子どもたちに見せたい　自然の成り立ち 信州新町

交番より　交通事故防止と運転免許の自主返納 信州新町

11月 ６～１２ 犀峡校開校１０年 記念式典 信州新町

手仕事の温もり 手織り作品展 信州新町

今年もやります！ お菜とりツアー 中条

１３～１９ 自然の地形活かして トライアル大会 中条

森林との関わり学ぶ 長者山で林業体験 信州新町

信州新町から長沼へ 被災地を応援！ 信州新町

２０～２６ おいしいを揃えて 農産物・海産物まつり 信州新町

園児と自治協 焼き芋で交流 中条

森林との関わり学ぶ 長者山で林業体験② 信州新町

27～12/3 信州新町：児童が走る！ マラソン記録会 信州新町

②中条：元気に演奏 小学校でリモート音楽会 中条

③信州新町：郵便局で開催中 刻字（こくじ）展 信州新町

合計 95本放送タイトル数
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令和2年度　しんまち・中条情報局　タイトル一覧表

■7月
①中条公民館「紙バンドで小物づくり講座」受講者募集 ②中条でカブトムシをとろう実行委
員会「第２５回 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
「マンモグラフィによる乳がん検診」実施 ④長野交通安全協会中条支部・中条駐在所「夏の
交通安全やまびこ運動」お知らせ ⑤信州新町公民館「いきいきふるさと塾 全体学習 いまさ
ら聞けないパソコン用語講座」開催 ⑥信州新町福祉センター「吹矢に挑戦」開催 ⑦市中条
支所「行政相談・心配ごと相談・人権相談」開催 ⑧信州新町地区社会福祉協議会「心配ごと
相談所」開催 ⑨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 ⑩西部保健センター中条地区担当保健
師「女性がん検診」申し込み受付 など

■8月
①市信州新町支所「山林に入られる皆様へのお願い（豚熱ウイルスに感染した野生イノシシ
を確認）」 ②中条診療所「休診」お知らせ ③中条地区遺族会「忠魂碑参拝事業」お知らせ
④市信州新町支所 市民担当「防災行政無線から流れる時報メロディー変更」お知らせ ⑤信
州新町福祉センター「なつかしの唱歌を楽しむ」開催 ⑥信州新町地区社会福祉協議会「子育
てふれあい広場『リフレッシュ体操』」開催 ⑦信州新町公民館「第８回 ふるさと探訪 牧郷
方面」参加者募集 ⑧信州新町福祉センター「紙バンドで作る小物」開催 ⑨信州新町地区社
会福祉協議会「男性のジビエ料理教室」開催 ⑩各道路の通行止め案内　など

■6月
①新型コロナウイルス感染症の発生に伴うイベントなどの中止のお知らせ ②新型コロナウイ
ルス感染症の影響により休館・休止していた施設の利用再開のお知らせ ③信州新町福祉セン
ター「伝筆（つてふで）講座」開催 ④信州新町地区・中条地区 住民自治協議会「資源回
収」お知らせ ⑤信州新町地区社会福祉協議会「子育てふれあい広場」開催 ⑥信州新町観光
協会「観光イメージキャラクター『めん子ちゃん』『イケめぇんくん』のぬりえコンテス
ト」実施中 ⑦西部保健センター中条地区担当「長野市国保特定健診・後期高齢者健診・３０
歳代の国保健診　開始」お知らせ
⑧信州新町福祉センター「皮の小物づくり」開催
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

■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市消防団・新町消防署「緑を火災から守る運動」実施
③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
④市信州新町支所 市民担当「スクールバス細尾線の折り返し運行」お知らせ
⑤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
⑥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「みんなで乗り越えよう！手作りマスクで応援
『スマイル・プロジェクト』」お知らせ ②信州新町公民館「図書室利用の一部再開」お知ら
せ ③長野中央警察署 中条駐在所「運転免許証の更新業務　一時停止・再開」お知らせ
④中条地区住民自治協議会「オレンジカフェ」開催 ⑤西部保健センター 信州新町地区担当
保健師「信州新町地区 集団健診の実施見合わせ」お知らせ ⑥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・延期」お知らせ
⑦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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令和2年度　しんまち・中条情報局　タイトル一覧表

9月
①西部保健センター 信州新町地区担当「長野市肺がん・結核検診」実施 ②中条地区住民自
治協議会「オレンジカフェ」開催 ③市消防団・新町消防署「高齢者を火災から守る運動」実
施 ④信州新町地区社会福祉協議会「オレンジカフェしんまち 中止」お知らせ ⑤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、長野交通安全協会中条支部・中条駐在
所「秋の全国交通安全運動」実施 ⑥信州新町福祉センター「頭の体操」開催 ⑦信州新町地
区社会福祉協議会「子育てふれあい広場」開催 ⑧信州新町美術館「ミュージアムコンサート
『木製リコーダーの優しい音色』」開催 ⑨市中条支所「行政相談・心配ごと相談・人権相
談」開催 ⑩各道路の通行止め案内 など

10月
①中条診療所「インフルエンザ予防接種」お知らせ ②市いのしか対策課「ジビエの斡旋販
売」お知らせ ③中条山岳会「第１１回中条ふれあい市民登山」実施 ④信州新町福祉セン
ター「ほのぼのパステル教室」開催 ⑤信州新町公民館「親子で楽しむ、はたおり教室」参加
者募集 ⑥市保健所動物愛護センター「飼い犬の登録と狂犬病予防注射」お知らせ ⑦信州新
町地区社会福祉協議会「彩りキッチン」開催 ⑧中条公民館「炭アート講座」参加者募集
⑨越道地域資源再発見実行委員会・信州新町地区住民自治協議会「越道地域ウオーキングと
野菜ミニ販売会　中止」お知らせ ⑩各道路の通行止め案内 など

■11月
①市在宅介護支援センターすめらぎ「介護予防教室『すめらぎ日和』」開催 ②市信州新町支
所「市営バス信級線 折り返し運行」お知らせ ③信州新町福祉センター「秋の音楽会」開催
④中条老人福祉センター かがやきひろば中条「クリスマスツリーの飾りつけ」参加者募集
⑤中条公民館「苔玉づくり講座」参加者募集 ⑥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」お知らせ ⑦市中条支所保健師「中条地区巡回 肺がん検診」お知ら
せ ⑧市信州新町支所「防災行政無線による時報メロディー変更」お知らせ ⑨信州新町地区
社会福祉協議会「男性のジビエ料理教室」参加者募集 ⑩各道路の通行止め案内
など
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