
【資料８】

令和4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 １～７ 中条：真心込めて作ってます 切り干し大根 中条

　②信州新町：被害を防ごう 有害鳥獣対策③ 信州新町

　③信州新町：ろうかく梅園 散策楽しんで 信州新町

８～１４ おめでとう 保育園入園式 中条

民話「雉も鳴かずば」題材に 謡曲が完成 信州新町

被害を防ごう 有害鳥獣対策④ 信州新町

１５～２１ リニューアルから１年 道の駅でフェア 中条

被害を防ごう 有害鳥獣対策⑤（最終回） 信州新町

２２～２８ 中条：丸栗神社御柱祭 御神木の伐採 中条

②信州新町：春うらら ろうかく梅園賑わう 信州新町

③信州新町：民話を訪ねて 「ブスカスの話」 信州新町

29～5/5 信州新町：おめでとう！ 保育園入園式 信州新町

②信州新町：皇足穂命神社 御柱祭 信州新町

③中条：ピアノの音色響く 総合市民センターでコンサート 中条

５月 ６～１２ おめでとう！ 小学校入学式 信州新町・中条

１３～１９ おめでとう！ 中学校入学式 信州新町・中条

２０～２６ 市バス デマンド運行へ 信州新町

クラシックを楽しむ ピアノコンサート 中条

御開帳イベントで 銭太鼓披露 信州新町

27～6/2 旬がやってきました 西山名産の淡竹 中条

自然の魅力味わって 親子で楽しむ森林体験 信州新町

サフォーク飼育に奮闘 特産守りたい 信州新町

６月 ３～９ 民話「雉も鳴かずば」 謡曲で伝える 信州新町

枯れた竹林 再び淡竹は育つのか？ 中条

風景 栃倉の棚田 中条

１０～１６ とうろう流しと花火大会 ３年ぶり開催へ 信州新町

道の駅ジンギスカンコーナー 新たな味が仲間入り！ 信州新町

芹田地区と交流事業 親子田植え体験 中条

１７～２３ 信州新町：森林を育み守る 長者山でワークショップ 信州新町

②中条：芹田地区と交流事業 親子でサツマイモ苗植え 中条

③信州新町：小学生 淡竹の皮むき体験 信州新町

２４～３０ 令和４年度 観光協会総会 信州新町

汗流す マレットゴルフ大会 信州新町・中条

竹林で学ぶ 食育や自然の恵み 信州新町・中条

７月 １～７ 地域おこし協力隊員 地元野菜などＰＲ 中条

還暦の記念に 花火打ち上げます 信州新町

朗読グループと制作 「民話を訪ねて」第２弾 信州新町

＜動画放送＞
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令和4年度　しんまち・中条情報局　タイトル一覧表

８～１４ 地域の大切な文化財 弥栄神社の神輿 中条

民話を訪ねて 「はげんさまの涙雨」「萩野の奥方さま」 信州新町

１５～２１ ３年ぶりに開催 夏祭り「お天王さま」 中条

中学校野球部 最後の試合 信州新町

２２～２８ 空き家の活用 人々が集うスペースに！ 中条

ＰＴＡ犀北ブロック協議会「親の会」 信州新町

中条総合市民センター駐車場の花壇 中条

29～8/4 日本歌曲を楽しむ べーゼンドルファーコンサート 中条

築４２年小学校プール カヌー授業でお別れ① 信州新町

８月 ５～１１ めん羊牧場 放牧始まる 信州新町

２９年間お疲れ様でした！ 住自協スタッフが退職 中条

築４２年小学校プール カヌー授業でお別れ② 信州新町

１２～１８ 信州新町出身の若手音楽グループ 花火大会で演奏 信州新町

福祉に携わった２９年間 支え合う暮らしを 中条

築４２年小学校プール カヌー授業でお別れ③ 信州新町

１９～２５ 花火大会 ３年ぶりに開催 信州新町

栃倉の棚田 こうべ垂れる稲穂 中条

築４２年小学校プール カヌー授業でお別れ④ 信州新町

26～9/1 片付け作業 閉鎖した中条音楽堂 中条

②信州新町：心地良い手触り サフォーク革のバッグ誕生！ 信州新町

③信州新町：友との再会 厄除祈願の花火 信州新町

９月 ２～８ 友との再会 還暦花火 信州新町

ふれあいまつり ３年ぶりに開催します 中条

９～１５ 移住者呼び込み・空き家対策に取り組む！ 中条

地域おこし協力隊着任 中条

伝統建築再生プロジェクト 信州新町を音楽発信の地に 信州新町

住民お馴染みのあの曲を チェロとピアノで演奏！ 中条

１６～２２ 待ちに待った開催 ふれあいまつり 中条

地域の魅力伝えたい！ 小学６年が動画制作に挑戦 信州新町

民話を訪ねて 「オトトキタカ」 信州新町

２３～２９ 小学校 今年度でお別れの校庭にて 信州新町

中条校美術作品 総合市民センターに展示 中条

市営バスデマンド運行へ 説明会のご案内 信州新町

30～10/6 小学校にヤギがやってきた！ 信州新町

女性グループ 法話を聞く 信州新町

中条校文化祭 生徒が和太鼓を演奏 中条

10月 ７～１３ デマンドバス 利用説明会 信州新町

住宅火災に気を付けて 防災講習会 信州新町

ＰＴＡ犀北ブロック協議会 研修会 中条
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令和4年度　しんまち・中条情報局　タイトル一覧表

１４～２０ 小学校 最後の鼓笛パレード 信州新町

中学校文化祭 地域の伝統芸能を発表 中条

２１～２７ クラシック楽しむ ピアノコンサート 中条

むしくらまつり ４年ぶりに開催します 中条

地域の魅力伝えたい！ 小学６年が動画制作に挑戦② 信州新町

28～11/3 デマンドバスを利用して 信州新町フェアへ出かけよう！ 信州新町

心をひとつに 小中合同音楽会 中条

地域の魅力伝えたい！ 小学６年が動画制作に挑戦③ 信州新町

11月 ４～１０ 伝統の味付ジンギスカン 八幡屋礒五郎とコラボ 信州新町

山城から地域を知ろう 奈良井区で歴史講座 中条

地域の魅力伝えたい！ 小学６年が動画制作に挑戦④ 信州新町

１１～１７ ４年ぶりに開催 信州むしくらまつり賑わう 中条

人や時代をつなぐ 手織りの世界 信州新町

地域の魅力伝えたい！ 小学６年が動画制作に挑戦⑤ 信州新町

１８～２４ 買い物楽しむ 信州新町フェア 信州新町

１８日スタート お菜とりツアー 中条

小学校 移転前最後の音楽会 信州新町

25～12/1 ２８日に運行開始 デマンドバス 信州新町

美術館市民ギャラリーで 山岳写真展 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

合計 96本放送タイトル数

■４月
①市信州新町支所「信州新町中学校改修工事による市信州新町支所の駐車場減少」お知らせ
②中条地区住民自治協議会「オレンジカフェ」開催
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西部保健センター 信州新町地区担当保健師「『長野市国保特定健診・後期高齢者健診・３
０歳代の国保健診』の集団健診」お知らせ
⑤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4年度　しんまち・中条情報局　タイトル一覧表

■６月
①信州新町福祉センター「皮の小物づくり」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中条診療所「新型コロナウイルスワクチン４回目接種
について」お知らせ　④西部保健センター 中条地区担当保健師「令和４年度 長野市国保特
定健診・後期高齢者健診」お知らせ　⑤中条地区住民自治協議会「資源回収」実施
⑥中条交流センター「クラフト紙講座 上級者コース」受講者募集　⑦西部保健センター 信
州新町地区担当保健師「令和４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」集団健診のお知らせ　⑧西部保健センター 中条地区担当保健師「肺がん検診（胸部Ｘ
線検査）」　実施のお知らせ　⑨西部保健センター 信州新町地区担当保健師「胃がん検診
（胃のＸ線検査）」実施のお知らせ　⑩各道路の通行止め案内　など

■５月
①各道路の通行止め案内
など

■７月
①市選挙管理委員会「第２６回参議院議員通常選挙」お知らせ　②中条地区住民自治協議会
「オレンジカフェ」開設　③信州新町博物館「信州新町美術館 カーテンウォールの改修工
事」お知らせ　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信州新町福
祉センター「自分で出来る体ほぐしマッサージ講座」開催　⑥市消防団・新町消防署「夏の
防火運動」実施　⑦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
やまびこ運動」実施　⑧信州新町公民館「いきいきふるさと塾 全体学習『パソコン教室』」
受講者募集　⑨西部保健センター 中条地区担当保健師「子宮頸がん・乳がん検診」申し込み
のお知らせ　⑩各道路の通行止め案内　など

■８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
など
　　  ※新規の文字放送は以上のみ。
他は掲載期間の長いものなどを放送していました。

■９月
①第３３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 健康福祉部会「第
３３回 中条地区ふれあいまつり」開催　②中条交流センター「長野西高校中条校生徒の作品
展示」　③新町消防署「『高齢者を火災から守る運動』巡回企画展」開催　④市生活環境課
「サンデーリサイクル」実施　⑤ＩＮＣ長野ケーブルテレビ「情報通信施設の現地調査」実
施　⑥中条交流センター「ちゃちゃっと おとこの料理講座」受講者募集　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西部保健センター 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」実施　⑨信州新町美術館「展覧会
『浦野吉人－ユーモアの中の喜怒哀楽』」開催　⑩各道路の通行止め案内　など
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令和4年度　しんまち・中条情報局　タイトル一覧表

■10月
①信州新町フェア実行委員会「第１６回信州新町フェア２０２２」開催
②信州新町地区社会福祉協議会「男性料理教室」開催
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信州新町支所より「各道路の通行止め」案内
など

■11月
①中条診療所「新型コロナウイルスワクチン接種について」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」実施
④中条地区住民自治協議会「資源回収」実施
⑤市交通政策課「市営バスの運行方法の変更について」お知らせ
⑥市中条支所「行政・心配ごと・人権相談」実施
⑦各道路の通行止め案内
など
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