
【資料７】

令和3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 ２～８ 総合市民センター　業務開始は２６日 中条

花まつり当日　春を求め賑わう梅園 信州新町

先生とお別れ　小学校離任式 信州新町

９～１５ 信州新町：環境学習の成果　子ども議会で発表 信州新町

②中条：おめでとう！　中学校 入学式 中条

１６～２２ おめでとう！入学式　信州新町中学校・中条小学校 信州新町・中条

２３～２９ おめでとう！入学式　信州新町小学校・なかじょう保育園 信州新町・中条

30～5/6 地京原　菜の花畑に泳ぐこいのぼり 中条

グルメイベントで販売！ サフォーク⾁限定メニュー 信州新町

おめでとう！ 入園式 信州新町

5月 ７～１３ 道の駅　臨時店舗も営業中 信州新町

小学１年　初めての給食 信州新町

鮮やかな春　満開の菜の花畑 中条

１４～２０ 総合市民センター　開所式 中条

梅園　草刈り作業 信州新町

健康づくり　体操教室 中条

２１～２７ さぎり荘　羊肉の美味しさアピール 信州新町

総合市民センター　開所直前を取材 中条

28～6/3 公民館　レコードで音楽鑑賞 信州新町

総合市民センター　開所直前を取材② 中条

6月 ４～１０ 道の駅　野菜ずらり！ 中条

男ふたり　畑はじめました。 信州新町

夫婦の“楽園”で　ほのぼのティータイム 中条

１１～１７ 歴史を後世に　研究会が活動再スタート 中条

生産組合　梅の収穫 信州新町

保育園　住自協と野菜の苗植え 中条

１８～２４ 西山　淡竹物語 信州新町・中条

25～7/1 コロナ、通行止めで打撃　新商品で売り上げ巻き返し 信州新町

虫倉太鼓　近藤先生最後の稽古 中条

新組織発足　区の活性化を図る 中条

7月 ２～８ 中学生　総合市民センター花壇に花植え 中条

古民家を活用　新たな芸術発信地に 信州新町

ジビエ大好き！　給食にシカ肉メニュー 中条

９～１５ 調査します！　なぜここに石碑？ 中条

男ふたり　畑はじめました。 信州新町

１６～２２ あじさい街道艶やかに　３００株が見頃 信州新町

開花から１年…枯れた淡竹 中条

地震に備え　園児が避難訓練と揺れ体験 中条

２３～２９ 小学５年　上越市へ臨海体験学習 信州新町・中条

30～8/5 今年度初顔合わせ　女性団体連絡協議会 信州新町

地域の伝統継ぐ　園児が和太鼓に挑戦 中条

臨海体験学習　思い出のアルバム 信州新町・中条

＜動画放送＞
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【資料７】

令和3年度　しんまち・中条情報局　タイトル一覧表

8月 ６～１２ 中条：本格インドスパイスカレー店　キッチンカーで開店 中条

　②信州新町：人と人の繋がりを　寺で楽市楽座 信州新町

　③中条：夏の恒例イベント　カブトムシをとろう 中条

１３～１９ 花火大会中止ですが…　１０分間だけ打ち上げます！ 信州新町

男ふたり　畑はじめました。③ 信州新町

音楽堂のべーゼンドルファー　総合市民センターへ 中条

２０～２６ 文化財大切に　神輿が総合市民センターへ 中条

支所の花壇　色鮮やかに咲き誇る 信州新町

地域のために役立てて　住自協へ寄付金 信州新町

27～9/2 花畑と休憩所　心豊かな暮らしづくり 信州新町

中条へ移住　バックパッカーのカレー店 中条

9月 ３～９ 文化伝承庫　担ぎ手のいない神輿 中条

総合市民センター　ロビー「ほっとギャラリー」 中条

防災行政無線　電話やアプリで確認 信州新町

１０～１６ 災害時どう行動する？　中学生の防災学習 信州新町

解体予定の中条会館を活用　消防署研修会 中条

実りの秋　黄金色に染まる棚田 信州新町

１７～２３ 移住者を増やそう　空き家対策 中条

サフォーク飼育農家　同好会を結成 信州新町

２４～３０ 園児と保育士　べーゼンドルファーでミニコンサート 中条

特殊詐欺に気をつけて　朗読で被害防止呼びかけ 信州新町

地域に根を張って　羊の町をつくる一員に 信州新町

10月 １～７ 水上散策で学ぶ　自然は厳しい、だからこそ美しい 信州新町 ○

お菜とりツアーに向けて　野沢菜の種まき 中条

３１日まで展示販売　ジャンボかぼちゃ 中条

８～１４ 犀峡校３年　犀川でカヌーツーリング 信州新町

田舎暮らし希望者向け支援　移住者がチームを組織 中条

御山里　ソバの実収穫間近 中条

１５～２１ 手織りの温もり感じて　作品展２２日から 信州新町

高齢化で困難な草刈作業　男性グループが引き受け 中条

「落ち着いた」　小学生がヨガ体験 中条

２２～２８ 笑顔の花咲かせて　花火と灯篭１１月３日 信州新町

市街地から農業体験　サツマイモ掘り楽しむ 中条

地場産物を知る　小学生がリンゴ畑見学 中条 ○

29～11/4 有権者「助かる」　移動期日前投票所 中条

手織りの温もり感じて　作品展賑わう 信州新町

園児・小学生　サツマイモ大収穫！ 中条

11月 ５～１１ 中央通りで披露　獅子舞フェスティバル① 中条

笑い声響く　健康教室 中条

知識深める　森林資源利活用制度 信州新町

１２～１８ 子どもたちに思い出を　灯ろうと屋台 信州新町 ○

音でつながる　小学校音楽会 信州新町・中条

中央通りで披露　獅子舞フェスティバル② 中条

１９～２５ 美味しい！楽しい！が集結　信州新町フェア 信州新町

2



【資料７】

令和3年度　しんまち・中条情報局　タイトル一覧表

町に元気を　還暦花火 信州新町

１９日スタート　お菜とりツアー 中条

26～12/2 お菜とりツアー　野沢菜収穫楽しむ 中条

犀峡校　オンラインで学習発表会 信州新町

ほくほく美味しい　焼き芋大会 中条

12月 ３～９ 桜の新名所に 自治会が整備 中条 ○

長者山で遊ぼう！学ぼう！ 林業体験会① 信州新町

１０～１６ 物語を楽しむ 小学校で読み聞かせ 中条

体も心も強く！ 剣道の子どもたち 信州新町

長者山で遊ぼう！学ぼう！ 林業体験会② 信州新町

１７～２３ 気軽に使って バス停ベンチ一新 中条

移住者たちの活動 ガイドブック作り 中条

小学５年 しめ縄作りに挑戦 信州新町

２４～３１ 学習発表会 地域を学ぶ小学生 中条

２年ぶりに開催 クリスマスを楽しむ集い 中条

新年準備 神社のしめ縄飾り付け 信州新町

１月 １～６ 謹賀新年 住民メッセージ 信州新町・中条

７～１３ 門出を祝う 成人式 中条

市街地から小中学生 めん羊牧場見学 信州新町

１４～２０ 遊休地を趣味の場に！ ライダーが集う 信州新町

家事や移動をお手伝い 支援事業スタート 中条

２１～２７ 有効活用図る 総合市民センター設置ピアノ 中条

民話を語りと映像で 朗読グループ芝居に挑戦 信州新町

停電時の情報収集 長野市防災ナビで 信州新町

28～2/3 道の駅 リニューアルします 信州新町

自宅に眠っていませんか？ こいのぼり募る 中条

虫倉山の恩恵 蛇口ひねって湧き水 中条

２月 ４～１０ 心赴くままに製作中！ 集落に現る巨大仏像 信州新町

空から見る中条 ドローン空撮に夢中！ 中条

信州新町：一人娘のあんこ 豆本来の味を楽しんで 信州新町

１１～１７ 新メニュー携えて カフェがリニューアルオープン 中条

サフォークの子羊 出産シーズン到来 信州新町

１８～２４ 男のロマン！ バイク図鑑制作中 中条

サフォーク子羊 誕生物語 信州新町

25～3/3 買い物楽しんで 道の駅がリニューアル 信州新町

サフォークの革＆毛皮 バッグや小物に！？ 信州新町

男のロマン！② 乗り物への情熱 中条

3月 ４～１０ 観光フォトコンテスト 投票待ってます！ 信州新町

指先が生む夢 切り絵アート 中条

民話を訪ねて 「風邪の神さま」 信州新町

１１～１７ 小学３年調査隊！町の移り変わり 信州新町

指先が生む夢 切り絵アート② 中条

民話を訪ねて 「大黒様という人は」 信州新町

１８～２４ 中条：保育園 涙の卒園式 中条
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令和3年度　しんまち・中条情報局　タイトル一覧表

②信州新町：小学３年調査隊！町の移り変わり② 信州新町

③信州新町：被害を防ごう 有害鳥獣対策① 信州新町

２５～３１ 地域を見守って 梅畑に地蔵堂 信州新町

ほっこり観賞 庭で育てる福寿草 中条

被害を防ごう 有害鳥獣対策② 信州新町

合計 135本

■6月
①信州新町福祉センター「初夏の音楽会」開催
②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
③信州新町地区住民自治協議会「資源・古着回収」実施
④信州新町公民館「いきいきふるさと塾 さわやかなフルートのしらべとこころあたたまる音
楽のはなし」開催、「グループ学習・カラオケ」参加者追加募集
⑤市保健所 健康課・市信州新町支所「新型コロナウイルスワクチン 信州新町地区集団接
種」実施
⑥各道路の通行止め案内
など

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「６５歳以上の新型コロナウイルスワクチン接種につ
いて」お知らせ ②長野交通安全協会中条支部・中条駐在所「春の全国交通安全運動」実施
③信州新町福祉センター「新型コロナウイルス感染拡大防止のため休館、再開」お知らせ
④市消防団・新町消防署「緑を火災から守る運動」実施 ⑤信州新町地区社会福祉協議会「男
性料理教室・子育てふれあい広場　新型コロナウイルス感染症の発生に伴う中止」お知らせ
⑥中条老人福祉センター かがやきひろば中条「農業講座　延期」お知らせ ⑦中条公民館図
書室「移動図書館　開館場所変更」お知らせ ⑧中条診療所、市中条支所保健師「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」お知らせ 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各道路の通行止め案内 など

■5月
①中条地区住民自治協議会「オレンジカフェ」開催
②中条地区住民自治協議会「資源回収」実施
③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中条診療所・市中条支所保健師「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信州新町美術館「現代パステル協会選抜展－パステル画の今」開催中
③中条地区住民自治協議会「オレンジカフェ」開設 ④信州新町地区社会福祉協議会「女性の
料理教室『彩りキッチン』」開催 ⑤市消防団・新町消防署「夏の防火運動」実施中
⑥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 ⑦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 ⑧信州新町福祉センター「吹矢
に挑戦」開催 ⑨市中条支所保健師「女性がん検診」実施 ⑩スクールバスの一部運休につい
て
など
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令和3年度　しんまち・中条情報局　タイトル一覧表

■１２月
①信州新町地区社会福祉協議会「心配ごと相談所」開催　②中条地区住民自治協議会「オレ
ンジカフェ」開設　③信州新町地区社会福祉協議会「オレンジカフェしんまち」開催
④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「年末の交通安全運動」実施　⑤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　⑥西部保健センター 信州新町地区担当保健師「冬場の運動不足解消教
室」開催　⑦市中条支所保健師「令和４年度 中条地区集団健診」お知らせ
⑧各道路の通行止め案内　⑨情報局 年末年始（１２月２９日～１月３日）の放送時間

■１月
①中条診療所・市中条支所保健師「３回目のコロナワクチン予防接種について」お知らせ
②長野交通政策課・市中条支所「冬期間のデマンドバス一部運休」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中止のお知らせ・信州新町福祉センター「よってけ家 講座『音楽で認知症予防』」・信州
新町公民館「いきいきふるさと塾『戸隠信仰のいろいろ』など」・信州新町保育園「おひさ
ま広場」・信州新町地区住民自治協議会「人権を考える地域懇談会」「健康出前講座」
⑤休館・休止のお知らせ
　【休館】信州新町美術館、有島生馬記念館、信州新町化石博物館
　【休止】信州新町福祉センター「よってけ家 講座」「高齢者講座」など

■8月
①中条診療所「お盆期間の休診」お知らせ
②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
③信州新町フェア実行委員会「信州新町フェア」出展者募集
④中条地区住民自治協議会「オレンジカフェ」開催
⑤信州新町中学校「資源回収」実施
⑥西部保健センター 中条地区担当保健師「肺がん検診」お知らせ
⑦西部保健センター 中条地区担当保健師「胃がん検診」お知らせ
⑧各道路の通行止め案内
など

■9月
①信州新町化石博物館・有島記念館・信州新町化石博物館「休館」お知らせ、ミュゼ蔵「休
館継続」お知らせ
②新町消防署・市中条支所「消防訓練」実施のお知らせ
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
⑤市中条支所「行政相談・心配ごと相談・人権相談」実施
⑥中条地区住民自治協議会「オレンジカフェ」開設
⑦各道路の通行止め案内　など

■10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中条地区住民自治協議会「オレンジカフェ」開催
③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
④信州新町地区社会福祉協議会「子育てふれあい広場」開催
⑤各道路の通行止め案内
など

■11月
①中条診療所「インフルエンザ予防接種」お知らせ
②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
③信州新町地区住民自治協議会「資源・古着回収」お知らせ
④中条地区住民自治協議会「資源回収」お知らせ
⑤信州新町福祉センター「楽しく体を動かしましょう」開催
⑥信州新町福祉センター「しめ縄リース作り」開催
⑦信州新町福祉センター「ほのぼのパステル教室」開催
⑧各道路の通行止め案内　など
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令和3年度　しんまち・中条情報局　タイトル一覧表

■２月
①信州新町地区住民自治協議会「資源・古着回収」お知らせ
②各道路の通行止め案内
など

■３月
①市信州新町支所「小中学校の春休みに伴うスクールバスの一部運休について」お知らせ
②中条診療所「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　③市中条
支所「行政・心配ごと・人権相談」実施　④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「春の全国交通安全運動」お知ら
せ　⑤中条地区住民自治協議会「オレンジカフェ」開設　⑥西部保健センター 中条地区担当
保健師「胃がん検診・胃バリウム検査」お知らせ　⑦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　⑧各道路の通行止め案内　など
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